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公益財団法人 横浜観光コンベンション・ビューロー

特別会員名簿

特別会員とは、観光及びコンベンションに特に関係のある企業、団体
並びに財団の諸活動に積極的な支援を行う企業、団体及び個人です。

27会員
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神奈川県 国際文化観光局

株式会社崎陽軒

近畿日本ツーリスト株式会社
横浜支店

ナショナルブランドをめざさ
ず、真に優れた「ローカルブラ
ンド」をめざします。1908年に

初代横浜駅（現在の桜木町駅）
で創業し、後に横浜名物「シウ
マイ」を独自開発し、常に横浜
という地域に密着し事業展開を
図ってきました。

海外と日本の融合した文化を
生み出す拠点、横浜。新たな食
文化の創造を提唱する崎陽軒も、
そのような地域特性を踏まえシ

ウマイをはじめとする数々の横
浜名物を生み出してきました。
現在はシウマイ・弁当・点心・
レストラン・本店の5つの事業体

を柱に事業を展開しています。
これからも『常に挑戦し「名物
名所」を創りつづける』という
経営理念のもと、崎陽軒のシウ
マイという盤石のブランドを元
に、横浜らしさを追求し、新し
い食文化を創造しつづけます。

団体旅行、個人旅行、旅行提
案、商品企画、セールス・接客
を通して、常にお客様のご要望
にお応えできるよう、独創的な
価値の提供に挑戦し続けること
で、お客様の人生の感動体験を
デザインし、一人ひとりの「楽
しく生きる」を応援する企業を
目指しています。

旅行は平和産業とも言われて
います。形のない商品だからこ
そ、思い出となって何年も心に
残る素敵な時間を体感いただき、

旅を通して、「出会い」、「感
動」、「生きがい」、「笑顔」
の花を咲かせ、皆様の幸せと地
域の平和につながる環境を創出
し、社会に貢献すべく邁進して
いきます。

これまでの実績、ノウハウを
元に、担当者様・主催者様・幹
事様と同じ目線で企画立案から
アフターフォローまでトータル
にサポートしていきます。

国際文化観光局は、神奈川県
の観光や文化芸術の振興、国際
施策の推進等に取り組んでいま
す。

観光分野では、観光統計デー
タの収集・結果分析を通じて県
内の地域ごとの観光客のニーズ
や属性等を把握し、市町村、各
観光協会、民間事業者と連携し
ながら新たな観光資源の発掘・
磨き上げや戦略的プロモーショ
ンの推進等に取り組んでいます。
また、県内の文化芸術の振興

を図るため、県民の文化芸術活
動の充実や文化資源を活用した
地域づくりの推進等に取り組ん
でいます。

さらに、外国籍県民等がくら
しやすい環境をつくるため、地
域における多文化理解や国際交
流も推進しています。

これからも新しい観光資源の
創出、文化芸術の振興、国際交
流等を通じて、人を引きつける
魅力ある神奈川づくりを推進し
ていきます。
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ザ・カハラホテル＆リゾート 横浜

株式会社ＪＴＢ 横浜支店

株式会社ジャパングレイス

外国人観光客の誘致、斡旋を
目的に「ジャパン・ツーリス
ト・ビューロー」として1912年
に創業しました。これまでの1世

紀以上にわたり、世界発・世界
着の人々の交流を創造してまい
りました。

個人の旅行はもとより、法人事
業では、お客様の様々なビジネ
ステーマ、社会課題の解決を図
るため、ビジネス旅行、ＭＩＣ
Ｅ、教育旅行など多様なサービ
スを展開しております。

さらに、支店ネットワークと
サービス・ソリューションを掛
け合わせ、全国の自治体や企
業・教育関連の方々と一緒に、
地域の魅力を育て文化やビジネ
スを生み出し、それぞれの地域
や社会の課題解決につなげてい
きます。

ＪＴＢグループはこれからも
「新しい交流時代」を切り拓き、
持続可能な社会の実現に貢献し
てまいります。

1969年創設。1995年よりNGO

ピースボートがコーディネート
するクルーズを企画・主催。以
後、毎年実施される「地球一周
の船旅」をはじめ、クルーズ業
務全般を行っています。
ピースボートは、2015年国連決

議の「持続可能な開発目標(ＳＤ
Ｇｓ)」の公式キャンペーン船と

して船体にＳＤＧｓのマークを
掲げ、世界各地でその重要性を
アピールしています。

また、海洋問題を真摯に受け止
め、船内レストランで「海のエ
コラベル」とも呼ばれるＭＳ
Ｃ・ＣｏＣ認証の指定水産物を
使用するなど、保護・促進を
図っています。

旅行業は平和産業であるという
考えから、その土地の自然や暮
らす人々の現状を学び保護して
いくことで、『旅が平和をつく
り、平和が旅を可能にする』と
いうメッセージを世界中に発信
しています。

格式に彩られた優雅なひとと
きを。ハワイ・オアフ島の名門
ホテル「ザ・カハラ」。その名
を冠した新たなラグジュアリー
ホテルが、2020年9月、横浜の
ウォーターフロントに開業しま
した。
半世紀を超えて、各国のリー

ダーや著名人をはじめとする多
くのセレブリティに愛され続け
ています。世界の名門として揺
るがない地位を確立しているそ
の上質なホスピタリティが、

現代の美意識と融合して、新た
なおもてなしのときが始まりま
す。

ゆとりの空間でお迎えする全
146室の客室。いずれも空間のゆ
とりをひと工夫。タイプにより
みなとみらいを一望するパノラ
マもご用意しています。クリス
タルモダンをデザインコンセプ
トに、意匠を凝らした上質なプ
ライベート空間が、皆様を深い
くつろぎへと誘います。
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新横浜プリンスホテル

新横浜駅より徒歩2分の好アク
セスと、地上42階の眺望を兼ね
備えた都市型高層ホテル。気品
を備えながら、気軽にご利用い
ただけます。
プリンスホテルズ＆リゾーツ

だからこその安心感と、その土
地ならではの体験でお客様をお
迎えします。かけがえのない思
い出を作りにいらしたご家族、
世界中を飛びまわるビジネス
パーソンの方々など、あらゆる
旅を支えるのは、快適なサービ

スと心から落ち着ける空間です。
宿泊以外の方もふと立ち寄りた
くなる親しみやすさで、様々な
形の滞在にお応えします。身も
心もくつろぎ、明日へ向かう力
を養う。いつも旅のそばに寄り
添い続けます。

眺望をお楽しみいただけるス
カイビューフロアをはじめ、お
客様のニーズにお応えする為に
様々なお部屋タイプをご用意し
ています。

相鉄ホテル株式会社
横浜ベイシェラトンホテル&タワーズ

躍動する大都市にありながら、
静かに落ち着ける場所がここに
あります。横浜駅から徒歩1分の
ロケーションに位置し、素晴ら
しい横浜湾を一望できます。348
室の客室は、快適さを最優先し
た設計をしており、静かでくつ
ろげる空間です。おすすめのオ
リジナルベッドにはシェラトン
シグネチャー・スリープエクス
ペリエンスをご用意し、上質な
眠りをお約束します。

シェラトンフィットネスでワー
クアウト、屋内プールでひと泳
ぎ、コンシェルジュの手配で楽
しむ一日など、至福のひととき
をお過ごしいただけます。 お仕
事仲間やご友人とお集まりいた
だけるバーは2軒、美味しい食事
をお召し上がりいただけるレス
トランは6軒、ご用意しておりま
す。滞在中に退屈と感じる瞬間
は一度もありません。

株式会社髙島屋 横浜店

横浜髙島屋は1959年に開業し
て以来、60年以上の長きに亘り、
地域の皆様にご愛顧いただいて
おります。

消費環境の変化や消費者の価
値観・ニーズの多様化が進む現
在、弊社はグループ総合戦略と
して「まちづくり」を掲げ、２
つの視点でお客様満足を追求し
ております。

１つは、弊社グループが「街
の賑わいを高めるアンカーの役
割を発揮すること」であり、

もう１つは、館を１つの町と捉
え、グループのノウハウの結集
により「館の魅力の最大化を図
ること」です。
その一環として横浜髙島屋では、
2021年に地下食料品フロアを増
床し、全体で約5,000㎡と国内最
大級となる”デパ地下”を完成
させました。今後も魅力ある店
舗づくりにより、より多くのお
客様のニーズとご期待にお応え
していきます。
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凸版印刷株式会社

1900年創業の世界最大規模の
総合印刷会社。120年間培ってき
た「印刷テクノロジー」を基に、
「情報コミュニケーション」
「生活・産業」「エレクトロニ
クス」の3事業分野で幅広い事業
活動を展開し、創業以来目指し
てきた「社会的価値創造企業」
への歩みを加速させている。近
年、最も社会価値を創出できる
領域の一つとして「地方創生・
観光立国」に取り組んでいる。

官公庁、自治体、観光関連団体
等との共創により「トッパン
VR」の開発に取り組み、全国の
文化財コンテンツ化と発信に数
多くの実績がある。この実績・
ノウハウを生かし、デジタル
アーカイブを推進するとともに、
日本文化の魅力を世界に向けて
発信し理解を深めることで、
「地方創生・観光立国」の実現
に向けた支援活動を推進中であ
る。

ハイアットリージェンシー横浜

日本最大の中華街や元町
ショッピングストリート、山下
公園といった様々な観光スポッ
トと、神奈川県庁をはじめとす
るビジネスエリアの両方を兼ね
備えた中心地に2020年5月に開業
しました。

横浜を象徴する『異文化』
『クラシック建築』『港』『日
本の伝統美』を、ハイアットな
らではの、スタイリッシュで配
慮の行き届いた空間で融合させ、
最高のおもてなしを提供します。

スイートルーム18室を含む全
315室の客室。屏風をモチーフと
したヘッドボードを置き、和の
伝統美と、黒を基調としたスタ
イリッシュなデザインを融合し、
横浜らしさを体現しています。
全室大型テレビ、レインシャ
ワーのついたバスルームを備え、
機能性だけでなく優雅な気分を
味わえる、安らぎの空間を創り
上げています。

東日本旅客鉄道株式会社

JR東日本グループは発足以降、
「安全」を経営のトッププライ
オリティと位置づけ、技術と情
報を中心にネットワークの力を
高め、お客さまの信頼に応えて
きました。

一方、人口減少や自動運転の
実用化など、周囲を取り巻く環
境は急激に変化しています。

これらの変化を先取りすべく、
2018年にグループ経営ビジョン
「変革2027」を策定し、「鉄道
を起点としたサービス提供」

から「ヒトを起点とした価値・
サービスの創造」に転換し、新
たな成長戦略を果敢に推進して
いきます。
横浜では2020年6月にJR横浜タ

ワー「CIAL横浜」およびJR横浜
鶴屋町ビル「CIAL横浜ANNEX」が
オープン。これからも駅の利便
性・快適性の向上を図るととも
に、地域の顔にふさわしい駅づ
くりを実現していきます。
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株式会社フジヤ

フジヤは、「印象(ココロ)に
残るいい空間(トコロ)」を創り
ます。
1928年（昭和3年）創業以来、

ビジネスの可能性を拡げる展示
会・イベントの展示空間から、
暮らしや文化を支える商業施
設・公共施設など国内外の様々
な空間を、企画からデザイン、
設計、施工、運営までトータル
でコーディネートするプロ集団
としてお客様のビジネスをサ
ポートしてまいりました。

社会が大きく様変わりする現
代にあって、プロジェクトに関
わるすべての個人や企業がそれ
ぞれの個性や専門性を発揮し、
響きあうチカラで空間を創る
「響創」というマインドを持ち
ながら、これまでにない新たな
価値を創造し、人々に夢と感動
を与え、豊かな社会づくりに貢
献してまいります。

ホテルニューグランド

横浜はヨーロッパの匂いがする。
横浜港から吹く風は遠く異国

へのイメージを増幅させ、古く
重厚なたたずまいを見せる建造
物に、その思いを確信します。
その最も横浜らしい街、山下町
に、港のうつろいを見つめ続け
てきたホテルニューグランド。
昭和初期に誕生したこのヨー
ロッパスタイルの正統派は、大
切に磨きあげられた宝石のよう
に深く輝き、かつ 毅然としてそ

こに存在します。
開業当初から、「最新式設備

とフレンチ・スタイルの料理」
をキャッチフレーズとして、特
に力を注いだ結果、ドリア、ス
パゲッティナポリタン、プリ
ン・ア・ラ・モードなど広く知
られる発祥メニューもここ、ホ
テルニューグランドで誕生。横
浜から日本中へと広まった洋食
メニューの数々は、日本の食文
化に多大な影響を与えています。

株式会社横浜アーチスト

芸能人の斡旋事業者として昭
和２９年に創業し２０２０年５
月をもって６０周年を迎えまし
た。クライアントおよび地域・
社会のニーズに合わせた業務、
事業を遂行するという理念の下、
広告代理業、イベント企画・運
営業、コンベンション事業、
ホール・施設の運営管理業、警
備業、地域活性化事業と業務範
囲を広げ現在に至ります。

６０年にも及び企業活動を継
続して来られた要因は、本社を
構える「横浜・神奈川」にて活
動される事業者様やお取引様や
地域の方々に支えていただいた
からだと感謝申し上げます。
これまでの企業活動を通じ培っ
てきた経験を礎とし「地域の活
性化」「社会の活性化」に貢献
する企業となるべく、より一層
の発展を目指します。
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株式会社横浜アリーナ

新横浜駅前地区は、横浜市の
総合計画「21世紀プラン」にお
いて、横浜の第二都心として都
市計画されました。この地区の
文化・スポーツ・教育・レクリ
エーションを中心とした街づく
りの中核施設として、また、横
浜市政100周年・横浜開港130周
年の記念事業の一環として、
1989年に開業しました。
最大収容人員17,000名、可動観
客席や大型映像装置などの充実
した設備と全国からの良好なア

クセスにより、開業以来、コン
サート、式典、スポーツイベン
トなど幅広いジャンルのイベン
トの開催、また横浜市民にとっ
ては成人式という晴れの舞台と
なり、これまで多くの夢と感動
を生み出してきました。
今後も横浜アリーナは「国際文
化都市・横浜」にふさわしい文
化・スポーツの拠点として、横
浜の発展に貢献してまいります。

ヨコハマ グランド インターコンチネンタル ホテル

風をはらんだヨットの帆をイ
メージした外観でお馴染みの横
浜を代表するラグジュアリーホ
テル。インターコンチネンタル
ホテルズ グループ日本初進出の
ホテルとして、1991年に開業し
ました。

みなとみらい地区で最も海際
に位置し、館内の至るところか
ら横浜ならではの絶景が一望で
きます。また、窓を可能な限り
大きく採った客室は明るく開放
的で、ベイブリッジを背景に横

浜港を望むベイビュー、赤レン
ガ倉庫や大観覧車など市街の夜
景を望むシティビューと、どの
部屋からも素晴らしい眺望が楽
しめます。館内には、世界的に
展開するインターコンチネンタ
ルホテルならではの美食が味わ
える、7つのレストランやバーが
あり、厳選した素材と卓越した
調理法で生み出される美食の
数々が堪能できます。

横濱コーポレーション株式会社

私たちが関わる全ての人々の
幸せを願い社会の発展に貢献し
てまいります。

横浜エリアの収益用不動産に
特化した不動産会社として、不
動産の管理及び税務面や法務面
などの支援を含めた資産運用、
そして物件の売却や買い替え、
資金の再調達など、不動産に関
わる全てを一貫してサポートし
ています。

当社の理念は「四方良し」。
これは江戸時代に財を成した

近江商人の言葉「三方良し（売
り手良し、買い手良し、世間良
し）」に「将来良し」を加えた、
当社独自の言葉です。この理念
には現在だけでなく、将来にわ
たって関わるすべての人々が利
益を享受し、地域や社会全体が
豊かになる事業を行っていこう
という思いが込められています。

不動産の取引を通じた横浜の
活性化、魅力的な都市づくりに
貢献してまいります。
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株式会社横浜国際平和会議場(パシフィコ横浜)

1991年の開業以来、国内最大
級の複合MICE施設として、劇場
式ホール、会議室、展示場など、
MICE開催に必要とされる全ての
機能が備わっています。美しく
ユニークな外観は、国立大ホー
ルは「貝」、会議センターは
「光」、展示ホールは「波」、
ホテルは風をはらむ「帆」をイ
メージしています。
パシフィコ横浜は、約1,000件の
催事が開催され、年間400万人を
超える来場者が訪れています。

なかでも、国内ＭＩＣＥ施設に
おいて国際会議ではトップクラ
スの開催実績を誇ります。

また、2020年には新たなＭＩ
ＣＥ施設として『パシフィコ横
浜ノース』を開業しました。イ
ノベーションが生み出される、
人とひとの交流の”場”となり、
日本を代表するMICE施設として、
より一層の経済効果を生み出し
ていきます。

株式会社横浜シミズ

横浜シミズはワンストップで
イベント・スポーツ等をサポー
トする、裏方のスペシャリスト
集団です。

舞台美術や施設管理、警備業
務、案内業務など、充実の体制
でエンターテインメントの感動
を支えています。

企業理念として、裏方ひとす
じ「すべてはお客様のために」
を掲げています。イベント・ス
ポーツ等を作り上げるという視
点からの意味だけではなく、

お客様にご満足していただける
よう、品質・安全・安心・迅速
な対応を含めたすべてのサービ
スにクオリティーを追求する
「姿勢」を常に持ち続けていく
べきであると考えているからで
す。

お客様目線でとらえた質の高
いサービスをご提供し、感動の
裏方としてエンターテイメント
ビジネスの発展に貢献し続けて
いくことで、継続的に成長して
まいります。

横浜商工会議所

当所は、横浜の商工業の振興
発展と社会福祉の増進を目的に、
事業活動を行っています。横浜
が開港し、外国貿易が盛んに行
われる中で、諸外国との商取引
関係を改善し、円滑に進める組
織として1880年に設立されまし
た。

現在では、横浜経済の活性化
に向けて、約1万2千会員の方々
の経営環境を整えるべく、市
政・県政に関する要望や税制に
関する政策提言、中小企業の

経営支援のための経営相談・専
門指導など、様々な事業に取り
組んでいます。

また、「ザよこはまパレー
ド」や「ワールドフェスタ・ヨ
コハマ」などの観光イベントの
開催や、世界各国の商工会議所
と連携を図り、国際コンベン
ションの誘致を推し進めるなど、
観光・国際都市の振興発展を促
進しています。
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横浜新都市センター株式会社

1928年に3代目の横浜駅が現在
の地に開設された後、横浜の表
玄関である横浜駅東口のさらな
る発展のために官民一体となっ
た企業として設立しました。

未来へ向けた都市づくり「み
なとみらい21計画」および都心
機能の整備充実をめざす「横浜
駅東口総合開発計画」のもと、
公共公益的機能・文化機能・商
業機能を有機的に結ぶ多目的複
合施設の開発、そして、その管
理・運営など、東口とともに

歴史を刻んでまいりました。
現在は「そごう横浜店」が入

居する横浜新都市ビル、横浜駅
東口地下街横浜ポルタ、そして
東口地下駐車場を管理していま
す。これからも「横浜の表玄
関」そして「みなとみらい21地
区」や「ポートサイド地区」へ
の起点にふさわしいヨコハマ
イーストを実現し、未来へ向
かってまいります。

一般社団法人横浜青年会議所

第二次世界大戦後の市中枢部
の接収の中、横浜のまちの復興
を青年の力で推し進めていくた
めに、1951年、国際港湾都市横
浜に相応しく、日本では最初の
外国人メンバーを有する青年会
議所が誕生しました。

活動を通して目指すべき北極
星を「発想する集団」と定義し
ています。日々様々な情報が押
し寄せ、価値観もシフトしてい
く中で、私たちはどうあるべき
なのか。私たちは愛するこの横

浜をより良い状態に変化させて
いくことを常に考え、私たちを
取り巻くカウンターパートの皆
様とアイディアを掛け合わせ、
実行していくことが私たちの使
命です。「まちづくり・ひとづ
くり」という青年会議所活動を
通して、この街のこの世界の発
展へ奉仕する事を目的として活
動しています。

横浜・八景島シーパラダイス

子どもから大人まで楽しめる、
複合型海洋レジャー施設です。
テーマの異なる4つの水族館か

らなる「アクアリゾーツ」では、
海のすべてをお楽しみいただけ
ます。700種12万点の生きものた
ちが生活する日本最大級の水族
館「アクアミュージアム」、イ
ルカと癒しをテーマにした幻想
的な「ドルフィン ファンタ
ジー」、海の生きものたちと人
とが、肌で感じ、心でふれあう
「ふれあいラグーン」、そして

"海育"をコンセプトとした「う
みファーム」。

また、海 の 上 を 疾 走 す る
「サーフコースター リヴァイア
サン」や、チューブ型ライドに
乗り急流川くだりを体験できる
「アクアライドⅡ」など、さま
ざまなアトラクションが揃った
「プレジャーランド」。さらに
レストランやショップ、ホテル
などが集まり、ゆったりとした
楽しい時間をお過ごしいただけ
ます。
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横浜ベイホテル東急

みなとみらいのシンボルであ
る大観覧車「コスモクロック
21」の目の前に1997年8月7日に
開業しました。

パームツリーを配したロビー
やレストランなどの非日常空間
に最上のくつろぎを湛えた、
「アーバンオアシス」と呼ばれ
るホテルです。

みなとみらいエリアの中心に
位置し、みなとみらいの美しい
夜景、緑あふれる公園と横浜港
を見渡す横浜ベイホテル東急。

みなとみらい駅から徒歩約1分と
いう都市ホテルの機能と利便性
を兼ね備えています。バルコ
ニー付きの客室や多彩なレスト
ランなど、上質なやすらぎの空
間、洗練された味とともに、
シーンに合わせたおもてなしで
皆様をお迎えいたします。

横浜ロイヤルパークホテル

―ようこそ、 Yokohama Sky
Resort へ―

横浜ランドマークタワー52階
から67階に位置する603の客室は、
すべてのお部屋がゆったりと寛
げるインターナショナルサイズ。
日本で一番高い場所にあるホテ
ルで、広がる空と港町ヨコハマ
の眺望とご一緒に、非日常の時
間をお過ごしください。

地上277mに位置する70階のス
カイラウンジ、68階の和・洋・

中のレストランなど、ビジネス
やプライベートのさまざまな
シーンにご利用いただける飲食
施設もご用意しております。大
切な日の会食にぜひご利用くだ
さい。
心からの笑顔とおもてなしでお

待ちしております。

ローズホテル横浜

「横浜」にこだわりを抱いてお
ります。

横浜は、異国情緒と明治のロ
マン、そして最先端の施設を誇
る未来都市。そんな「レトロモ
ダン」を感じる街を、ここロー
ズホテル横浜で心ゆくまでお楽
しみください。

ローズホテル横浜の歴史は、
1959年、１軒の中華レストラン
「重慶飯店」から始まりました。
約半世紀を越えた今でも、各ス
タッフが創業当時の理念「笑顔

とふれあえるサービスをお客さ
まに提供する」という気持ちを
抱きながら接客しております。

先人が苦労して築きあげてき
た横浜中華街と、その歴史のな
かでともに歩んできた重慶飯店。
このふたつをバックボーンとす
る新たなブランドの確立を目指
し、マニュアルに頼らない心の
こもったおもてなしで、今日も
お客様をお迎えしております。
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会員名 郵便番号 住所 電話番号 Fax 業務内容

【建設・設備】

株式会社安藤建設 235-0036 横浜市磯子区中原2-1-15 045-772-2121 045-771-6834 建築一式工事並びに附帯する一切の工事請負

飯田電機工業株式会社 150-0001 東京都渋谷区神宮前5-8-7 03-3409-3331 03-3409-3827 電気工事業、イベントの展示装飾

川本工業株式会社 231-0026 横浜市中区寿町2-5-1 045-662-2021 045-662-2087 総合環境設備工事、設計・施工

株式会社サカクラ 235-0021 横浜市磯子区岡村7-35-16 045-753-5000 045-753-5836 改修仕上げ工事業

株式会社花升木工 259-1141 神奈川県伊勢原市上粕屋1182-3 0463-93-6665 0463-92-8698
社寺建築会社・新築改修文化財/宮大工の技アートと日本

文化を世界へ/宮大工育成/社寺再生事業

福動興業株式会社 136-0071 東京都江東区亀戸5-32-18 03-3638-0730 03-3638-4937 水道設備工事業、展示会給排水及び床暖房工事

フジタビルメンテナンス株式会社 151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷5-8-10  03-5361-3861 03-5361-3871 建物総合管理業、リニューアル工事業

矢口電気株式会社 240-0013 横浜市保土ヶ谷区帷子町1-30 045-333-1061 045-333-8505 電気設備の施工、空調設備の施工

株式会社金沢臨海サービス 236-0012 横浜市金沢区柴町391-7 045-785-3525 045-783-3151
公園管理・造園・ビルメンテナンス・廃棄物運搬、BBQ

場、かき小屋等、市内を中心に事業を展開

新横浜SKホテル 222-0033 横浜市港北区新横浜2丁目2-9 045-476-0088 ー ビジネスホテル、土木建設、不動産取引

tvk ecom park 220-0024
横浜市西区西平沼町6-1

tvk ecom park tvk

マネジメントハウス

045-651-1716 045-534-6766
住宅展示場、ガーデン、飲食施設等、住まいや暮らしを

テーマにした複合施設の主催運営

BULLS 235-0005
横浜市磯子区東町15-32

モンビル509
045-349-9195 045-349-9196 飲食業、通信工事業、電気工事業、消防設備事業

横濱コーポレーション株式会社 220-8138
横浜市西区みなとみらい2-2-1

横浜ランドマークタワー38階
045-211-6101 045-211-9122 収益用不動産の売買・仲介・賃貸管理

横浜緑地株式会社 235-0033 横浜市磯子区杉田4-5-10 045-771-2242 045-771-2150
造園工事・土木工事等の企画・提案・施工・管理。公園・

動植物園等の運営・企画・管理（公園指定管理者等）

株式会社tvkコミュニケーションズ 220-0024
横浜市西区西平沼町6-1

tvk ecom park

(ヨコハマくらし館内)

045-548-4512 045-548-4537 番組・ビデオ・Web制作、イベント関連事業等

販促ノベルティ卸売りセンター 225-0024
横浜市青葉区市ヶ尾町1168−1

カーサウチノ4階
045-900-2012 045-507-8986 販売促進業 建設業

Limousine Taxi Jun/

Jun Creative Tours
241-0833 横浜市旭区南本宿町121 045-353-1562 045-352-1137

高級リムジンハイヤー、タクシー、旅行業務全般、ツアー

企画、宿泊手配

【製造】

アサヒビール株式会社 横浜統括支社 221-0056
横浜市神奈川区金港町1-4

横浜イーストスクエアビル9F
045-444-2895 045-461-1835 ビール・洋酒・焼酎・ワインなど総合酒類製造及び販売

株式会社ウイッシュボン 236-0004 横浜市金沢区福浦1-2-6 045-353-7415 045-353-7418 洋菓子の製造 横浜土産の企画・製造・配送・販売

株式会社大倉陶園 245-0052 横浜市戸塚区秋葉町20番地 045-811-2185 045-812-2893
高級洋食器製造販売、ペインティングスクール運営。

大塚製薬株式会社 横浜支店 220-0004
横浜市西区北幸2-15-1

東武横浜第2ビル2階
045-314-5261 045-314-5326

「世界の人々の健康に貢献するなくてはならない企業」へ

神奈川県と包括協定を結び、皆様の健康維持増進に取り組

んでおります

株式会社ケイス/濱文様 233-0004 横浜市港南区港南中央通8-22 045-847-2431 045-848-1330 「濱文様」ブランドの企画・製造・販売

株式会社ストーリーノート 150-0002 東京都渋谷区渋谷3-6-4-201 080-4716-8080 042-401-3979
ゲームソフト、映像作品、小説当の世界観設計及びシナリ

オの企画、編集、制作および販売。各種商品の企画、製

造、販売、輸出入。

株式会社ボストン商会 236-0002 横浜市金沢区鳥浜町12-53 045-769-0141 045-769-0151 サービスユニフォーム企画・卸造・卸

百崎製菓株式会社 236-0003 横浜市金沢区幸浦2-15-2 045-785-3898 045-785-2698 菓子製造業

公益財団法人 横浜観光コンベンション・ビューロー

賛 助 会 員 名 簿
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横浜エレベータ株式会社 231-0025 横浜市中区松影町2-8-6 045-662-1591 045-662-1650 エレベータの製造・販売

横浜 濱族 211-0036 神奈川県川崎市中原区井田杉山町2-3 044-755-1107 044-755-6711
シルクセンターM1階にある店内にてカナダ輸入雑貨や和

骨董等、珍しい商品を販売

横浜ベイブルーイング株式会社 231-0044 横浜市中区福富町東通2-15-1F 045-341-0450 045-341-0453 酒類製造販売業および飲食業、飲食イベント事業

横浜元町 香炉庵 231-0861 横浜市中区元町1-40 045-663-8866 045-663-8866
横浜中華街近くに本店を構える和菓子舗。全国の厳選した

素材で作る創作和菓子が自慢

理想科学工業株式会社 231-0023
横浜市中区山下町209

帝蚕関内ビル11F
045-330-9938 045-522-5151

高速・低コストでプリントが可能な「オルフィス」「リソ

グラフ」の開発・製造・販売

有限会社関東化染工業所 233-0006 横浜市港南区芹が谷1-1-21 045-823-1956 045-824-5269 のぼり・旗・印袢天等の広告宣伝、イベント用製品

株式会社コーエーテクモゲームス 220-8503 横浜市西区みなとみらい4-3-6 045-285-5192 045-285-5193 イベントの企画・運営、CD・グッズの企画・制作・販売

コカ・コーラ ボトラーズジャパン

株式会社
221-0022 横浜市神奈川区守屋町3-13-6 0800-919-0509 045-270-8977 清涼飲料の製造・販売

招福門 231-0023 横浜市中区山下町81-3 045-664-4141 045-664-4181
中華街南門シルクロードの広東料理店。「香港飲茶食べ放

題」や「フカヒレ三昧コース」「美食同源」100種類など

株式会社新藤 231-0056
横浜市中区若葉町2-29

シンフジコヲト 4F
045-262-4102 045-261-6819

タオル製品の製造卸。オーガニックコットン製品の製造卸

小売

バニラビーンズ 235-0021 横浜市磯子区岡村4-26-4 045-750-2630 045-750-2631
チョコレートを中心としたお菓子の製造・販売、カフェの

運営

ビストロノミー“ラトリエ 1959”

ヨコハマ
231-0044 横浜市中区福富町東通2-15-2F 045-777-8819 ー

レストラン、並びにカルチャースクールの企画、運営。食

品製造業、並びに食卓セレクトショップの企画運営。

株式会社ファンケル 231-8528 横浜市中区山下町89-1 045-226-1230 045-226-1202 「化粧品」「栄養補助食品」等の製造・販売

合同会社mayunowa 244-0816 横浜市戸塚区上倉田町995 050-3488-4361 050-3488-4361
絹を用いた化粧品、スキンケア用品、エステティック技術

を柱とする「絹美容」を展開

株式会社丸加 231-0017 横浜市南区宿町2-33-2 045-716-2591 045-711-2294 スカーフ・ハンカチーフなどの製造・販売

株式会社横浜ビール 231-0013
横浜市中区住吉町6-68-1

横浜関内地所ビル3階
045-212-9633 045-212-9635 レストラン 驛の食卓  ビール・発泡酒の製造・販売

横浜フランス菓子 プチ・フルール 233-0007
横浜市港南区大久保1-10-5

ヨコオビル1F
045-842-0310 045-842-0353 洋菓子製造・販売及び飲食

上島珈琲貿易株式会社 587-0062 大阪府堺市美原区太井122−1 0120-253- 363 03-4243-3741
珈琲、食品等製造、卸およびドリンクケータリングサービ

ス業

【印刷】

朝日オフセット印刷株式会社  230-0048 横浜市鶴見区本町通1-22 045-511-0141 045-502-2170 総合印刷業

吾妻印刷株式会社 232-0006 横浜市南区南太田4-8-12 045-730-5161 045-730-5171 印刷及びディスプレイ、サイン等

株式会社アミー 231-0005
横浜市中区本町5丁目48番地

あいおいニッセイ同和損保横浜ビ

ル1F

045-223-2360 045-223-2293
印刷物企画デザイン、印刷製本、データ入力、システム開

発、コンピューター業務全般

株式会社あんざい 233-0016 横浜市港南区下永谷3-24-29 045-822-8497 045-824-1303 印刷業・葬祭業

株式会社エイコープリント 231-0058
横浜市中区弥生町2-15-1

ストークタワー大通り公園Ⅲ
045-252-2711 045-251-8501 ①総合印刷 ②HP制作 ③空撮、動画作製

株式会社江森印刷所 221-0014 横浜市神奈川区入江1-34-25 045-421-2297 045-401-2556 印刷業（一般印刷物、カラー印刷、CD-ROM）等

株式会社大川印刷 245-0053 横浜市戸塚区上矢部町2053 045-812-1131 045-812-1135
ＳＤＧＳに対応した環境印刷、活版印刷体験などイベント

の企画運営、横浜土産絵葉書・コースターの販売

株式会社神奈川機関紙印刷所 236-0004 横浜市金沢区福浦2-1-12 045-785-1700 045-784-6902 機関紙誌,広報紙誌の企画製作・印刷など、Web企画作成など

株式会社ガリバー 221-0031
横浜市神奈川区新浦島町1-1-25

テクノウェイブ100 17階
045-440-6341 045-440-6345

ダイレクトメールマーケティングに関する企画・立案・デ

ザイン制作・ 印刷・発送代行

有限会社関内印刷 231-0023
横浜市中区山下町92-2

第10 Z 西村ビル1階
045-201-2266 045-211-1116 印刷業

笹徳印刷株式会社 横浜支社 220-0011
横浜市西区高島2-3-22

横浜OTビル8階
045-461-3511 045-461-3515

印刷物の企画・デザイン・編集・製版・印刷。Web企画・

制作、イベント企画・運営等

株式会社佐藤印刷所 220-0042 横浜市西区戸部町1-13 045-231-2434 045-242-6280
デザイン・制作から印刷、封入発送まで社内一貫作業で取

扱っています
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山陽印刷株式会社 236-0004 横浜市金沢区福浦2-1-13 045-785-3434 045-786-1105
ポスター、チラシ、会社案内等の商業印刷とWebを連携さ

せた総合印刷業

株式会社野毛印刷社 231-0012 横浜市中区相生町5-79 045-252-2511 045-252-8826
環境対応印刷、オンデマンド・プリント、情報処理、動画

サービス、WEB制作

株式会社武揚堂 152-0003 東京都目黒区碑文谷1丁目3番25号 03-5704-7561 03-5704-6685
地図製作 パンフレット等企画印刷 コンテンツ作成(AR/電

子カタログ)   外国語翻訳サイン事業

YAMAGATA株式会社 220-8515 横浜市西区高島2-6-34 045-461-4000 045-453-2856
紙媒体(アナログ領域)から機械翻訳、web、SNS(デジタル

領域)までを一気通貫で対応。

株式会社NKB Yʼs 220-6219
横浜市西区みなとみらい2-3-5

クイーンズタワーC 19F
045-201-4021 045-201-3860 広告代理業、印刷デザイン、イベント企画

有限会社ケイケイスタジオ 232-0012 横浜市南区南吉田町5-47 045-231-4774 045-231-4799
広告看板デザイン・企画設計、インクジェット印刷、シル

ク印刷

株式会社湘南よみうり新聞社 231-0021
横浜市中区日本大通7

日本大通7ビル4FYBP
045-550-5785 050-6875-6405

情報誌「ヨコハマよみうり」、編集・デザイン・印刷、ア

プリ、企画等マーケティング事業

株式会社セルディビジョン 220-0011
横浜市西区高島2-11-2

スカイメナー横浜2F CDC
045-548-6861 045-548-6862

ブランディングデザイン事業を主軸とし、シェアオフィス

事業や地域貢献事業も展開

ノガン株式会社 231-0002
横浜市中区海岸通1-1

ジャパンエキスプレスビル3F
045-681-7808 045-330-7628

プロモーション全般(Webサイト・広告物・空間デザイン、

イベント企画等)

株式会社フォルマーデザイン 245-0061 横浜市戸塚区汲沢1-21-11 080-3090-0369 ー
デザイン、企画、編集、多言語、印刷、モーショングラ

フィック、インフォグラフィックス

株式会社フロッグカンパニー 231-0014
横浜市中区常盤町4-42

石井ビル３階
045-663-7413 045-663-7414

TV・ラジオCM 新聞広告 Webサイト等企画制作 ムービー

撮影編集 イベント企画実施

ワークスプレス株式会社 158-0081 東京都世田谷区深沢4-34-13 03-5706-7690 03-5706-7065 地図制作 イラストマップ作成 販売促進物の作成

アド富士株式会社 220-0004
横浜市西区北幸2丁目10番33号

マニュライフプレイス横浜4階
045-326-3557 045-326-3558 総合広告代理店業・電鉄各社交通広告製作・施工

株式会社NDCグラフィックス 231-0023
横浜市中区山下町1番地

シルクセンター
045-224-4776 045-224-4848

総合デザイン・グッズ開発、企業ブランドや広告の企画・

制作

株式会社MLINE 253-0045 神奈川県茅ヶ崎市十間坂1-1-23-302 0467-33-4545 0467-86-0341
Webシステム・アプリの開発と運用。Web全般のマーケ

ティング。

株式会社オールスタッフ 231-0021
横浜市中区日本大通18

KRCビル7F
045-651-7719 045-651-7885 広告企画制作プロダクション

株式会社オレンジ社 102-0074
東京都千代田区九段南3-9-12

九段ニッカナビル6階
03-3239-0700 03-3239-0711

多言語広報支援（Webサイト・印刷物の企画、翻訳、デザ

イン、ライティング、印刷）

cubic株式会社 231-0004
横浜市中区元浜町4-39

三橋ビル8F
045-226-3550 045-212-3549

コミュニケーションデザインをコンセプトに、Ｏ2Ｏメ

ディア・アプリ制作、システム開発運営、ミレアや各種情

報誌の発行等を展開

株式会社サプラニア 180-0004
東京都武蔵野市吉祥寺

本町2-25-7-2F
0422-27-2623 ー

地域PRに繋がる体験型イベント、アニメPRイベント、教

育（出版、講師）

Japan Partnership Holdings Inc. 106-0031
東京都港区西麻布3-2-12

西麻布ソニックビル8階
03-4588-2277 03-4588-2278

出版、広告、ウェブデザインと開発、PR、マーケティン

グ、セールス、翻訳

株式会社ブーン 162-0815
東京都新宿区筑土八幡町2-5

梅野ビル4階
03-3269-9981 03-3269-9982

フリーマガジンの発行、企業広報誌の企画・編集・制作、

著名人キャスティング等

一般社団法人

夜景観光コンベンション・ビューロー
104-0054 東京都中央区勝どき1-13-6 03-6204-0115 03-6204-0112

観光集客のプロデュース、観光調査、制作(イベント・イル

ミネーションライトアップ等)、出版、映像制作、広告、デ

ザイン、検定事業、人材育成事業、観光集客コンサルティ

ング

株式会社ルーツ 158-0096 東京都世田谷区玉川台2-11-13 4F 03-5755-3918 03-5755-3908
観光用ガイドMAP「旅うらら」の発行、観光ポータルサイ

トの運営、交通広告、他

【情報通信・出版】

株式会社アール・エフ・ラジオ日本 231-8611 横浜市中区⾧者町5-85 045-231-1531 045-231-1457 民間AMラジオ放送

株式会社アイネット 220-8401
横浜市西区みなとみらい3丁目

3番1号三菱重工横浜ビル23階
045-682-0800 045-682-0811 情報サービス業

アイ・ペアーズ株式会社 169-0075
東京都新宿区高田馬場4-3-7

KSビルB1F
03-5937-6726 03-5937-6727

音声関連サービス、音楽制作、映像制作、インターネット

関連サービス、多言語サービス

アプレット株式会社 150-0011 東京都渋谷区東1-4-1 尚豊ビル3階 03-6427-3377 03-6427-3378 Web制作、システム構築、イベント企画、装飾

株式会社イージェーワークス 220-0011
横浜市西区高島一丁目2番5号

横濱ゲートタワー18階
045-522-2879 045-522-2869

ブロックチェーンおよびNFT関連事業 / インターネット接

続サービス関連事業 / WEBインテグレーション関連事業

株式会社MLINE 253-0045 神奈川県茅ヶ崎市十間坂1-1-23-302 0467-33-4545 0467-86-0341
Webシステム・アプリの開発と運用。Web全般のマーケ

ティング。

ENGAWA株式会社 160-0022
東京都新宿区新宿1-12-12

オスカ カテリーナ 2F
03-6432-9948 03-6438-9426

ライセンス管理・運営、多言語メディア運営・管理、コン

テンツ制作
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株式会社大塚商会 横浜支店 221-0056 横浜市神奈川区金港町3-3 045-453-1331 045-453-1337
システム構築・コンサルティング及び事務機器販売・メン

テナンス

株式会社オールアバウト 150-0013
東京都渋谷区恵比寿1-20-8

エビススバルビル6階
03-6362-1324 03-3442-2121

専門ガイドによる総合情報サイトの運営及びインターネッ

ト広告事業

株式会社オレンジ社 102-0074
東京都千代田区九段南3-9-12

九段ニッカナビル6階
03-3239-0700 03-3239-0711

多言語広報支援（Webサイト・印刷物の企画、翻訳、デザ

イン、ライティング、印刷）

株式会社KADOKAWA 102-8077
東京都千代田区五番街3-1

五番街グランドビル
03-3238-8421 03-5276-7261

都市情報誌「横浜ウォーカー」等の出版事業のほか、

Web、広告、通販等

株式会社角川アスキー総合研究所 113-0024 東京都文京区西片1-17-8 03-5840-7800 03-5840-7812
KADOKAWAグループに属する法人向けのシンクタンク、

リサーチ、メディア企業

cubic株式会社 231-0004
横浜市中区元浜町4-39

三橋ビル8F
045-226-3550 045-212-3549

コミュニケーションデザインをコンセプトに、Ｏ2Ｏメ

ディア・アプリ制作、システム開発運営、ミレアや各種情

報誌の発行等を展開

株式会社KGカンパニー 231-0003
横浜市中区北仲通3-33

関内フューチャーセンター#304
045-274-8674 ー

インバウンド及びクールジャパン関連ビジネス。飲料・食

料品の輸出入及び国内販売

KDDI株式会社 南関東総支社 220-0011
横浜市西区高島 1丁目1-2

横浜三井ビルディング 25階
045-211-1671 045-211-1674 電気通信事業

株式会社コーエーテクモゲームス 220-8503 横浜市西区みなとみらい4-3-6 045-285-5192 045-285-5193 イベントの企画・運営、CD・グッズの企画・制作・販売

株式会社コギト 東京支社 101-0061
東京都千代田区神田三崎町3-6-5

原島本店ビル１F
03-6261-2528 03-5212-6007

モバイル販促・サイネージ他システム構築、観光アプリ制

作、スポーツ啓発・健康事業

株式会社サンケイリビング新聞社 231-0013
横浜市中区山下町223−1

NU関内ビル4階
045-661-1711 045-640-1080

サンケイリビング新聞及びシティリビングの発行とそれに

付帯関連する事業

Sansan株式会社 150-0001
東京都渋谷区神宮前5-52-2

オーバルビル13F
03-6758-0033 03-3409-3133

働き方を変えるDXサービス（クラウド名刺管理サービス

等）の企画・開発・販売

株式会社ジェイコム湘南・神奈川

横浜テレビ局
231-0005

横浜市中区本町4-43

A-PLACE馬車道
045-393-3015 045-393-3025

放送法に基づく一般放送事業及び電気通信事業法に基づく

電気通信事業

Japan Partnership Holdings Inc. 106-0031
東京都港区西麻布3-2-12

西麻布ソニックビル8階
03-4588-2277 03-4588-2278

出版、広告、ウェブデザインと開発、PR、マーケティン

グ、セールス、翻訳

株式会社湘南よみうり新聞社 231-0021
横浜市中区日本大通7

日本大通7ビル4FYBP
045-550-5785 050-6875-6405

情報誌「ヨコハマよみうり」、編集・デザイン・印刷、ア

プリ、企画等マーケティング事業

株式会社TREE Digital Studio

メディア・ガーデン
224-0037 横浜市都筑区茅ケ崎南2-1-56 045-945-3800 045-945-3807

CM撮影スタジオ運営、照明機材レンタル販売、撮影関連

機材販売、映像コンテンツ制作

株式会社帝国データバンク 231-0007 神奈川県横浜中区弁天通5-41 045-641-0232 045-641-2555
企業信用調査、データベース事業、マーケティング事業、

出版事業ほか

株式会社データワイズ 105-6321
東京都港区虎ノ門1丁目23番1号

虎ノ門ヒルズ森タワー21階
03-5539-2524 03-3501-5824

どこもデータを活用した位置情報分析・マーケティングプ

ラットフォーム事業

株式会社テレビ神奈川 231-8001
横浜市中区太田町2-23

横浜メディアビジネスセンター
045-651-1710 045-661-0022

テレビ放送・制作、住宅展示場運営、ホール・飲食等の経

営運営

株式会社電算システム 104-0032
東京都中央区八丁堀2丁目20-8

八丁堀綜通ビル
03-3206-1778 03-3206-1810

決済サービス、Google関連ソリューション(G Suite、サイ

ネージ他)、IDC

トーヨー企画株式会社 102-0072
東京都千代田区飯田橋1-5-8

アクサンビル2F
03-3262-6605 03-3262-6705

コンベンションに関連するWebアプリケーション、データ

処理、編集・印刷業務

株式会社ドコモCS 神奈川支店 220-8536
横浜市西区みなとみらい4-7-3

横浜メディアタワー20F
045-226-8041 045-222-7075

ネットワーク構築、販売、アフター、エリア品質、設備保

守等のサービスをお客様に提供しています。

株式会社トリクスタ 231-0023
横浜市中区山下町1

シルクセンター8F
045-342-5353 045-342-5349 映像制作、デジタルマーケティング

日興テクノス株式会社 235-0023 横浜市磯子区森3-3-5 日興ビル 045-761-2441 045-761-2600
電子通信機器設備の販売・設計・工事・保守・ソフトウェ

アサービス

日本放送協会 横浜放送局 231-8324 横浜市中区山下町281 045-212-2831 045-212-5540 放送業

株式会社

バッファロー・IT・ソリューションズ
100-6215

東京都千代田区丸の内1-11-1

パシフィックセンチュリー

プレイス丸の内

050-5491-2296 03-4213-1141
・個人・法人を対象にパソコン設定・ネットワークインフ

ラ構築・保守などのサービスを提供

・空気清浄機の営業代行

株式会社ハマ企画 220-0011
横浜市西区高島2丁目10−13

横浜東口ビル708
045-450-3095 045-450-3096

横浜に関わるメディア運営とウェブマーケティングコンサ

ルティング

株式会社ピー・アール・オー 231-0023
横浜市中区山下町123-1

横浜クリードビル6階
045-227-5611 045-227-5613

ソフトウェア開発、Webシステム開発、スマートフォン関

連開発

東日本電信電話株式会社 神奈川事業部 231-0023 横浜市中区山下町198 ー ー 電気通信事業

株式会社VM ビタミンママ 225-0002
横浜市青葉区美しが丘1-5-2

エクセル910ビル4-A
045-904-4320 045-904-4394

書店やコンビニ販売の雑誌「ビタミンママ」の発行、WEB

サイト運営、パンフ制作など

株式会社ファイネックス 160-0003
東京都新宿区四谷本塩町4−40

光丘四谷ビル6F
03-6384-1471 03-6384-1472

訪・在日外国人向け誘客事業（多言語情報誌発行・ポータ

ルサイト運営、マーケティング）、翻訳事業

株式会社ブーン 162-0815
東京都新宿区筑土八幡町2-5

梅野ビル4階
03-3269-9981 03-3269-9982

フリーマガジンの発行、企業広報誌の企画・編集・制作、

著名人キャスティング等
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株式会社フォルマーデザイン 245-0061 横浜市戸塚区汲沢1-21-11 080-3090-0369 ー
デザイン、企画、編集、多言語、印刷、モーショングラ

フィック、インフォグラフィックス

株式会社 Bright Wave Media 231-0063 横浜市中区花咲町一丁目42番地1 2Ｆ 045-341-4122 045-341-4122
バイリンガル（日英）のカルチャーマガジン「横浜シーサ

イダー」発行・翻訳・広告制作・イベント企画

株式会社フラッグスタッフ 231-0023
横浜市中区山下町195

薩摩町ビル4階
050-5539-9999 045-330-4858 外貨両替、SIMカードおよび携帯電話端末の販売

株式会社マザーズシステム・ジャパン 105-0013
東京都港区浜松町1-30-5

浜松町スクエア1604
03-5776-0921 03-5776-0916

映像によるコンテンツ制作とシステム開発力を合わせた

ウェブとの連動を事業としている

株式会社まちづくりプラットフォーム 226-0027 横浜市緑区⾧津田7-18-5-2 045-983-5172 ー
ITを活用した、地域の観光プロモーション支援。アプリ・

Web・クラウド等 自社サービスの展開。

一般社団法人

夜景観光コンベンション・ビューロー
104-0054 東京都中央区勝どき1-13-6 03-6204-0115 03-6204-0112

観光集客のプロデュース、観光調査、制作(イベント・イル

ミネーションライトアップ等)、出版、映像制作、広告、デ

ザイン、検定事業、人材育成事業、観光集客コンサルティ

ング

ユーファクトリー株式会社 225-0015
横浜市青葉区荏田北1-2-1

platform214
045-530-4111 045-530-4112

コンピューター用商用ソフト開発、Web企画･運営、雑誌･

広告･パッケージデザイン

横浜エフエム放送株式会社 220-8110
横浜市西区みなとみらい2-2-1

横浜ランドマークタワー10階
045-224-1003 045-224-1013 放送業

リコージャパン株式会社 神奈川支社 220-0012
横浜市西区みなとみらい4-6-2

みなとみらい

グランドセントラルタワー5F

045-227-3600 045-227-2230 事務機器・OA機器・情報処理・インターネットサービス等

株式会社ワイヤ・アンド・ワイヤレス 104-0061 東京都中央区銀座6-2-1 Daiwa銀座ビル4F03-6758-2129 03-6758-2110 無線ブロードバンド事業の展開

株式会社アミー 231-0005
横浜市中区本町5丁目48番地

あいおいニッセイ同和損保横浜ビ

ル1F

045-223-2360 045-223-2293
印刷物企画デザイン、印刷製本、データ入力、システム開

発、コンピューター業務全般

株式会社ADCOMMUNICATIONS 231-0004
横浜市中区元浜町3-21-2

ヘリオス関内ビル4階
045-222-8312 045-222-8283 アプリ、Web、SNSを活用したPR

株式会社eBoard 236-0007 横浜市金沢区白帆4番地 050-3717-4572 ー
電動パーソナルモビリティと電動キックスクーターのシェ

アリングサービス事業

株式会社エリアドライブ 220-0011
横浜市西区高島2-12-6

ヨコハマ・ジャスト1号館6-G
045-309-8891 045-309-8892

横浜を中心にWeb制作、ドローン撮影、企業の広報請負等

を行っている会社

株式会社オールスタッフ 231-0021
横浜市中区日本大通18

KRCビル7F
045-651-7719 045-651-7885 広告企画制作プロダクション

恩詩國際行銷有限公司
台湾高雄市

苓雅區仁愛三街276號3樓

＋886-

985-506-365
ー

台湾向けPRを全面サポート。メディア・インフルエンサー

招聘事業他に幅広く対応

株式会社神奈川機関紙印刷所 236-0004 横浜市金沢区福浦2-1-12 045-785-1700 045-784-6902 機関紙誌,広報紙誌の企画製作・印刷など、Web企画作成など

一般社団法人観光マーケティング協会 231-0015 横浜市中区尾上町3-35 3階 090-9011-1241 ー 観光マーケティングの普及並びに啓蒙教育活動

キャプテン翼スタジアム 横浜元町 231-0801 横浜市中区新山下3-2-5 045-623-5283 ー
多目的フットサルコートの運営、各種印刷物の編集・制

作、イベント事業の企画・運営

山陽印刷株式会社 236-0004 横浜市金沢区福浦2-1-13 045-785-3434 045-786-1105
ポスター、チラシ、会社案内等の商業印刷とWebを連携さ

せた総合印刷業

瀬戸株式会社 135-0064 東京都江東区青海2⁻7⁻4 03-4400-1505 03-4400-1506
ネイティブのクリエイター50名が所属。海外マーケティン

グのためのコンテンツ制作

公益財団法人日本修学旅行協会 103-0002
東京都中央区日本橋馬喰町1-1-2

にほんばしゼニットビル2階
03-5640-8061 03-5640-8062

教育旅行の実態調査、研究発表会の開催、月刊誌「教育旅

行」、データブック「教育旅行年報」等の発行

ニッポン放送 100-8439 東京都千代田区有楽町1-9-3 03-3287-1111 ー 放送法に基づく基幹放送事業（AM/FMラジオ放送）

ぴあ株式会社 150-0011
東京都渋谷区東1-2-20

渋谷ファーストタワー
03-5774-5200 03-5774-5348

チケット販売、出版物の刊行、イベントの企画・制作・運

営などエンタテインメント事業

Frich株式会社 101-0051
東京都千代田区神田

神保町2-2-24阿久澤ビル2F
050-5328-5495 ー P2P互助プラットフォームの提供

株式会社ベクトル 107-0052
東京都港区赤坂4-15-1

赤坂ガーデンシティ17F
03-5572-6080 03-6673-4282

アジア各国のPR企画立案および実施。PR業務代行・コン

サルティング

株式会社メディアライン 220-0073
横浜市西区岡野2-15-32

日鴻ビル3F
045-410-1131 045-410-1132

広告代理店(Web制作・ソリューションシステム・広告媒

体・販促グッズ・印刷物)

株式会社有隣堂 244-8585 横浜市戸塚区品濃町881-16 045-825-5551 045-825-5520
書籍・文具・オフィス家具・OA機器・楽器の店頭及び外商

販売・通信販売

横濱和婚 ウエディングネットアカデミー 231-0063
横浜市中区花咲町1-53-1

ANビル 4階
045-260-1650 045-260-1620

横濱和婚プランナーが伊勢山皇大神宮挙式を結婚式当日ま

で皆様のお手伝いを致します

株式会社リチカ 151-0053 東京都渋谷区代々木1-6-12 MFビル3階 03-6687-1744 03-6675-7059
リチカクラウドスタジオの開発・動画を軸とした情報DXの

支援

旅奇広告有限公司 110
台湾台北市

信義区基隆路一段159号4階

+886-

2-2747-9077

886

-2-2747-9075

台湾の旅の業界紙「旅奇 Travel Rich」の発刊と、台湾向け

プロモーション、インバウンド支援
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株式会社ルーツ 158-0096 東京都世田谷区玉川台2-11-13 4F 03-5755-3918 03-5755-3908
観光用ガイドMAP「旅うらら」の発行、観光ポータルサイ

トの運営、交通広告、他

ロングランプランニング株式会社 162-0828 東京都新宿区袋町25 03-6228-1240 03-6228-1270
公演チケット販売「カンフェティ」、「tkts」、媒体誌発

行、旅行業

株式会社アットヨコハマ 221-0052 横浜市神奈川区栄町7-1 045-577-7480 ー
アプリケーションソフトウェアの企画および運営、トヨタ

の観光アプリmy route（マイルート）による横浜市内の回

遊性向上事業

インフィニティ・コミュニケーションズ

株式会社
150-0045

東京都渋谷区神泉町10-10

VORT渋谷神泉5F
03-6712-6157 03-6712-6158

外国語メディア「DOYUZU」シリーズの運用、20ヵ国・地

域向けインバウンドプロモーション等

笹徳印刷株式会社 横浜支社 220-0011
横浜市西区高島2-3-22

横浜OTビル8階
045-461-3511 045-461-3515

印刷物の企画・デザイン・編集・製版・印刷。Web企画・

制作、イベント企画・運営等

JFlight 231-0063
横浜市中区花咲町3-103-2

アマデウスビル2F
045-250-5053 045-251-9744

エアバスA320の操縦席を再現した本格的フライトシミュ

レーターの運営

株式会社シティコミュニケーションズ 221-0835
横浜市神奈川区鶴屋町3-33-8

アサヒビル3F
045-290-1790 045-290-1744

総合エンタテイメント企業としてレジャー施設、飲食店等

様々な事業を展開しています

湘南マーケティング株式会社 251-0035
神奈川県藤沢市片瀬海岸

1-9-13-305
0466-25-5023 0466-25-5023

企画マーケティング、調査運営、旅行企画、地域コンテン

ツ開発、人材育成

株式会社ストーリーノート 150-0002 東京都渋谷区渋谷3-6-4-201 080-4716-8080 042-401-3979
ゲームソフト、映像作品、小説当の世界観設計及びシナリ

オの企画、編集、制作および販売。各種商品の企画、製

造、販売、輸出入。

TAG EIGHT合同会社 100-0005
東京都千代田区丸の内3-2-2

丸の内二十橋ビルディング2階
050-3707-8123 ー 訪日外国人向けの広告・プロモーション事業

株式会社電通東日本 横浜支社 220-6007
横浜市西区みなとみらい2-3-1

クイーンズタワーA7階
045-681-8761 045-662-1311 総合広告代理業

凸版印刷株式会社 横浜営業所 220-0023
横浜市西区平沼1-39-3

三石ヨコハマビル5階
045-320-0517 045-320-6559

”印刷テクノロジー” を核に、幅広い分野で新たな価値や

サービスを創出しています

5th boat（フィフス ボート） 221-0802
横浜市神奈川区六角橋

4-6-62-102
090-2152-8507 ー

障がい者支援事業を軸に、メディアの運営、グッズの制作

販売等の事業も行っています。

株式会社フジテレビジョン 137-8088 東京都港区台場2-4-8  03-5500-8888 ー
放送事業、動画・VR・DVD・映画制作、広告宣伝、権利ビ

ジネス、マーチャンダイジング、ゲーム他

BULLS 235-0005
横浜市磯子区東町15-32

モンビル509
045-349-9195 045-349-9196 飲食業、通信工事業、電気工事業、消防設備事業

株式会社ミントス 231-0014 横浜市中区常盤町1-2-1 9F-D 045-228-8080 045-228-8510
ビジネスマナー、メンタルヘルス、レジリエンス、アン

ガーマネジメント等の研修

YAMAGATA株式会社 220-8515 横浜市西区高島2-6-34 045-461-4000 045-453-2856
紙媒体(アナログ領域)から機械翻訳、web、SNS(デジタル

領域)までを一気通貫で対応。

ワークスプレス株式会社 158-0081 東京都世田谷区深沢4-34-13 03-5706-7690 03-5706-7065 地図制作 イラストマップ作成 販売促進物の作成

YDMS株式会社 231-0014
横浜市中区常盤町1-2-1

関内電子ビル4階B
045-263-6122 045-330-0971

観光マーケティング、旅行業・着地型コンテンツの開発、

ランドオペレーション

【運輸】

アサヒタクシー株式会社 231-0851 横浜市中区山元町4-188 045-641-9875 045-651-0833 一般乗用旅客自動車運送業、自家用自動車運行管理請負業

飛鳥交通神奈川株式会社 232-0053
横浜市南区井土ヶ谷下町

18番地1
045-711-0008 045-713-0365

タクシー事業（インバウンドおもてなしタクシー及び観光

タクシー、出産送迎タクシー等）

上野トランステック株式会社 231-0023 横浜市中区山下町46 第1上野ビル 045-671-7535 045-671-7537 石油製品、石油化学製品の海上運送業

ANAあきんど株式会社 103-0027
東京都中央区日本橋2-14-1

フロントプレイス日本橋
050-3815-5729 03-6733-4624

・地域創生事業

・航空セールス事業

株式会社エヌケイキャブ 235-0036 横浜市磯子区中原1-1-45 045-752-1321 045-752-1354
一般乗用旅客自動車運送事業（タクシー）、自動車賃貸業

（レンタカー）、自動車整備業

神奈川中央交通株式会社 254-0811 神奈川県平塚市八重咲町6-18 0463-22-8800 0463-22-8840 旅客運輸・不動産・ホテル・飲食店経営等

神奈川都市交通株式会社 220-0021 横浜市西区桜木町7-41 045-324-0100 045-324-0108 一般乗用旅客自動車運送事業、自家用自動車運行管理業務

神奈中観光株式会社 194-0004 東京都町田市鶴間7-6-22 042-788-2635 042-788-2694 貸切バス事業、旅行業、不動産賃貸業

金港交通株式会社 235-0001 横浜市磯子区上町11-3 045-758-0404 045-758-2221 一般乗用旅客自動車運送業

京浜急行電鉄株式会社 220-8625 横浜市西区高島1-2-8 045-225-9301 045-225-9312 鉄道業

京浜フェリーボート株式会社 231-0002 横浜市中区海岸通1-1 045-201-0821 045-201-9534 横浜港内遊覧事業・通船事業
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株式会社

ケーエムシーコーポレーション
220-0004

横浜市西区北幸2-15-1

東武横浜第2ビル7階
045-290-8377 045-290-7838 クルーズ船の運航 マリーナ

康平運送株式会社 221-0862 横浜市神奈川区三枚町601 045-383-1321 045-382-0920
ピアノ・精密機械・医療機器の配送。ピアノ・エレクトー

ン・オルガンレンタル

サンタクシー株式会社 231-0813 横浜市中区かもめ町20 045-622-9923 045-622-9924 一般乗用旅客運送事業

三和交通株式会社 222-0035 横浜市港北区鳥山町480 045-471-8361 045-473-1099 一般乗用旅客自動車運送事業（タクシー・ハイヤー）

シティアクセス株式会社 231-0801 横浜市中区新山下3-8-45 045-621-1315 045-621-1332
一般貨物旅客自動車運送業（チャーターバス）、ヘリコプ

ター及びヘリポートの管理運営。水陸両用バス(スカイダッ

ク)の管理運営。

首都高速道路株式会社 神奈川局 221-0044 横浜市神奈川区東神奈川1-3-4 045-451-7907 045-451-7957 首都高速道路(神奈川線）の管理･維持･補修

旬菜 屋形船 つき丸 231-0801 横浜市中区新山下1-7-19-101 045-263-6361 045-625-0173
料理第一の屋形船です。春夏秋冬の料理をお出ししていま

す

湘南モノレール株式会社 248-0022 神奈川県鎌倉市常盤18 0467-45-3181 0467-44-5799 鉄道運営、不動産賃貸

大栄交通株式会社 231-0023 横浜市中区山下町210 045-651-4051 045-681-2185 一般乗用旅客自動車運送業

東京汽船株式会社 231-0023 横浜市中区山下町2 産貿ビル7階 045-671-7711 045-664-3653 曳船業務

東京ヤサカ観光バス株式会社 230-0034 横浜市鶴見区寛政町22-18 045-508-5225 045-507-0511 貸切観光バス事業、旅行業、不動産業

株式会社ドコモ・バイクシェア 105−0001
東京都港区虎ノ門3丁目8-8

NTT虎ノ門ビル6階
03-3434-8192 03-3434-8199

横浜コミュニティサイクルbaybikeなどのサイクルシェア

リング事業の運営

株式会社日新 231-8477
横浜市中区尾上町6-81

ニッセイ横浜尾上町ビル8階
045-671-6111 045-671-6118 運輸倉庫業

日本航空株式会社 140-8637
東京都品川区東品川二丁目4番11号

野村不動産天王洲ビル
03-5460-3778 ー

定期航空運送事業及び不定期航空運送事業、航空機仕様事

業、その他付帯する又は関連する一切の事業

日本サントスキャブ株式会社 234-0054 横浜市港南区港南台7-53-14 045-833-1261 045-832-7881
一般乗用旅客自動車運送業、不動産の売買・仲介・賃貸管

理、・介護保険法による住宅改修事業他

株式会社はとバス 143-8512 東京都大田区平和島5丁目4番1号 03-3761-1221 03-3761-4035 定期観光バス・貸切観光バス・ホテルの営業

東日本旅客鉄道株式会社 横浜支社 220-0023 横浜市西区平沼1-40-26 045-320-2451 045-320-2449 旅客鉄道事業・旅行業・広告業・飲食店業

日の丸自動車興業株式会社 112-0004 東京都文京区後楽一丁目1番8号 03-3815-1811 03-3814-1052 定期観光バス、貸切観光バス事業、不定期航路事業

藤木企業株式会社 231-0003 横浜市中区北仲通二丁目14番地 045-211-1531 ー
港湾荷役事業(船内荷役 沿岸荷役)、倉庫荷役事業、倉庫

業、土地・建物・船舶・車両及び容器の賃貸業、観光業

株式会社平成エンタープライズ 353-0004
埼玉県志木市本町5-22-26

HEGビル
048-487-9090 048-487-7149

貸切観光バス、送迎バス、乗合バス、旅行業、宿泊業、自

動車整備業

平和交通株式会社 231-0011 横浜市中区太田町3-33 045-211-0663 045-212-5283
 一般乗用旅客自動車運送事業、一般自動車板金・整備及び

塗装、ゴルフ練習場、プロパンガススタンド経営

株式会社ポートサービス 231-0023
横浜市中区山下町2

産業貿易センター７階
045-671-7781 045-671-7729

横浜港クルーズ、港湾交通船運航水上バス、レストラン船

事業、船上ウェディング事業

屋形船 濱進 236-0015 横浜市金沢区金沢町103-6 045-781-7377 045-784-1887 飲食業、屋形船

屋形船 正義丸 221-0021 横浜市神奈川区子安通1-174 045-441-4297 045-731-8328 屋形船、遊覧船、小型船での作業船、警戒船事業

ヤマト運輸株式会社 神奈川主管支店 230-0035 横浜市鶴見区安善町1-1-1 045-500-5151 045-502-8808 宅急便を中心とした総合物流

横浜高速鉄道株式会社 231-0861 横浜市中区元町1-11 045-664-1621 045-664-1620 鉄道業 みなとみらい線

株式会社横浜シーサイドライン 236-0003 横浜市金沢区幸浦2-1-1 045-787-7000 045-787-7019 旅客運送業(金沢シーサイドラインの管理運営)

横浜シティ・エア・ターミナル

株式会社
220-0011

横浜市西区高島2-19-12

スカイビル15階
045-459-4812 045-459-4866 一般自動車ターミナル業

横浜新港倉庫株式会社 231-0005
横浜市中区本町3-30-7

横浜平和ビル4階
045-201-1551 045-211-2591 倉庫業

Limousine Taxi Jun/

Jun Creative Tours
241-0833 横浜市旭区南本宿町121 045-353-1562 045-352-1137

高級リムジンハイヤー、タクシー、旅行業務全般、ツアー

企画、宿泊手配

アサヒタクシー株式会社 231-0851 横浜市中区山元町4-188 045-641-9875 045-651-0833 一般乗用旅客自動車運送業、自家用自動車運行管理請負業

株式会社カーニバル・ジャパン 104-0061
東京都中央区銀座6-2-1

Daiwa銀座ビル6階
03-3573-3610 03-3573-3607

プリンセス・クルーズ、キュナード・ラインの販売とマー

ケティング
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神奈川旅客自動車協同組合 231-0033
横浜市中区⾧者町2-5-11

馬場ビル2階
045-226-3170 045-226-3171

タクシー配車業務及びタクシー燃料の共同購入・販売、チ

ケットの発行業務など、乗務員の接遇研修

スカイファーム株式会社 220-8107
横浜市西区みなとみらい2-2-1

横浜ランドマークタワー7F

NANA Lv.(ナナレベル)

070-6453-2066 ー
デリバリー・テイクアウトシステムの企画、開発、運営事

業

日本郵便株式会社 南関東支社 210-8797 神奈川県川崎市川崎区榎町1-2 044-280-9184 044-280-9171
郵便業務、国内・国際物流業、銀行窓口業務、保険窓口業

務など

屋形船 すずよし 220-0046 横浜市西区西戸部町3丁目297-10 045-231-1600 045-242-2049
横浜港から見える名所を周遊しながら食事を提供する屋形

船（遊覧船）

横浜交通開発株式会社 222-0033
横浜市港北区新横浜三丁目18番地16

新横浜交通ビル7階
045-620-6606 045-620-7106

広告代理店、貸店舗・賃貸住宅・駐車場・駐輪場等の不動

産事業、路線バスの運行等

株式会社レクシステム

(レクトラベル)
220-0061

横浜市西区久保町5-20

サンワイズ横浜3F
045-225-8100 045-225-8100

団体旅行の企画・横浜港発の工場夜景クルーズの主催 レ

ンタルクライミング事業など

【商業】

株式会社アート宝飾 231-0014 横浜市中区常盤町4-45 045-662-3111 045-681-6363 宝石・貴金属・アクセサリーの輸入、製造、販売

株式会社アールケイエンタープライズ 231-0048
横浜市中区蓬莱町3-104

RKセントラルビル
045-900-2777 045-242-3251

ブランド品リユース業。腕時計、皮革製品、宝飾品などの

小売

株式会社

アミナコレクション チャイハネ
231-0023

横浜市中区山下町123-1

横浜クリードビル7Ｆ
045-681-0711 045-681-0340 衣料・雑貨・民芸品、輸入、卸、小売

株式会社新井清太郎商店

（関内新井ホール）
231-0015 横浜市中区尾上町1丁目8番地 045-681-6762 045-662-3175

園芸関連・海藻・繊維製品等の輸出入、不動産賃貸、本社

ビル11階「関内新井ホール」運営

株式会社江戸清 236-0003 横浜市金沢区幸浦2-1-9 045-791-1611 045-791-1635 食品の製造・販売

株式会社大貫カメラ 231-0065 横浜市中区宮川町2-47 045-231-0306 045-231-8531 カメラ販売、DPE受付

神奈川トヨタ自動車株式会社 221-0052 横浜市神奈川区栄町7-1 045-459-2050 045-451-0760 自動車の販売及び修理、リース業

株式会社キタムラ 231-0861 横浜市中区元町4-178 045-664-1189 045-641-2951 オリジナルハンドバッグ、グッズ、靴などの販売

株式会社キタムラ・ケイツウ 231-0861 横浜市中区元町2-95 045-662-1236 045-307-7370 ハンドバッグ等服装飾雑貨・装身具の販売

キリンビール株式会社 横浜支社 231-0015
横浜市中区尾上町5-78

オーク関内ビル
045-641-9561 045-662-0858 酒類・飲料の営業および販売促進

株式会社グディーズプラニング 160-0023 東京都新宿区西新宿8-14-3 03-5337-8988 03-5337-8977
飲食料品の企画・卸売業を中心として、小売店グディーズ

ヨコハマも展開。

コスミック流通産業株式会社 221-0052
横浜市神奈川区栄町5-1

横浜クリエーションスクエア 8F
045-620-2891 045-620-2893

チケット・金券売買・外貨両替・海外送金「J・マーケッ

ト」「C・マーケット」の運営

株式会社サンオータス 222-0033 横浜市港北区新横浜2-4-15 045-473-1211 045-474-3310
ＢＭＷ・ジープ・プジョー販売、オリックスレンタカー、

エネオス、ほけんの窓口など

サントリー酒類株式会社 横浜支店 220-0004
横浜市西区北幸2-8-4

横浜西口KNビル11階
045-311-1450 045-311-5262 酒類（ビール・ウイスキー・RTD・焼酎等）の販売

株式会社シマソービ 231-0005
横浜市中区本町4-36

朝日生命横浜本町ビル2F
045-319-4075 045-319-4085

オフィス家具の販売、オフィス・医療施設の内装工事全般

（設計・デザイン・施工）

株式会社新藤 231-0056
横浜市中区若葉町2-29

シンフジコヲト 4F
045-262-4102 045-261-6819

タオル製品の製造卸。オーガニックコットン製品の製造卸

小売

株式会社スタージュエリーブティックス 231-0861 横浜市中区元町1-24 045-212-6880 045-641-6487 宝飾品の販売

株式会社相鉄ビルマネジメント 220-0005 横浜市西区南幸2-1-22 045-326-3032 045-326-3033 SC・商業施設、オフィスビルの運営

株式会社そごう・西武 そごう横浜店 220-8510 横浜市西区高島2-18-1 045-465-2111 045-465-5863 百貨店

株式会社ダイイチ 231-8631
横浜市中区宮川町3-89

ダイイチビル
045-241-8916 045-253-7289 ユニフォームの製造・販売

株式会社髙島屋 横浜店 220-8601 横浜市西区南幸1-6-31 045-311-5111 045-313-7153 百貨店

株式会社近澤レース店 231-0861 横浜市中区元町三丁目119番地 045-661-0851 045-661-0853 レース製品の卸・販売

株式会社ねずらむ 221-0865 横浜市神奈川区片倉4-4-1 045-481-0511 045-481-0536 文具、オフィス家具、OA機器の販売

HANA21株式会社 231-0842
横浜市中区上野町1-27

アルス山手201号
ー ー ギフトの販売及びサービス・地域情報提供

株式会社ファンケル 231-8528 横浜市中区山下町89-1 045-226-1230 045-226-1202 「化粧品」「栄養補助食品」等の製造・販売
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5th boat（フィフス ボート） 221-0802 横浜市神奈川区六角橋4-6-62-102 090-2152-8507 ー
障がい者支援事業を軸に、メディアの運営、グッズの制作

販売等の事業も行っています。

株式会社星 253-0111
神奈川県高座郡寒川町一之宮

６丁目１−２
0467-72-2401 0467-72-2403 木材・建材の販売

MARK IS みなとみらい

(三菱地所プロパティマネジメント株式会社)
220-0012

横浜市西区みなとみらい3-5-1

MARK IS みなとみらい4F
045-651-0234 045-651-0539

「MARK IS みなとみらい」の管理運営。商業単独施設のプ

ロパティマネジメント(PM)会社。

株式会社丸加 231-0017 横浜市南区宿町2-33-2 045-716-2591 045-711-2294 スカーフ・ハンカチーフなどの製造・販売

株式会社ヤマダ 横濱山田の花火 232-0031 横浜市南区永楽町1-10 045-251-2366 045-251-2368 花火の打ち上げ・販売

株式会社有隣堂 244-8585 横浜市戸塚区品濃町881-16 045-825-5551 045-825-5520
書籍・文具・オフィス家具・OA機器・楽器の店頭及び外商

販売・通信販売

よこしんサプライ株式会社 231-0015 横浜市中区尾上町2丁目17番地 045-651-1122 045-651-6502
物品販売、不動産施設の保守・清掃管理及び広告・宣伝、

企画

横浜赤レンガ倉庫 231-0001 横浜市中区新港1-1-1 045-226-1911 045-226-1916 商業施設運営事業、イベント企画立案・運営、駐車場経営

株式会社横浜岡田屋 220-6211
横浜市西区みなとみらい2-3-5

クイーンズタワーC棟11F
045-414-5000 045-228-3400

横浜岡田屋は「横浜」「川崎」「横須賀」「相模大野」で

モアーズを運営しております

横浜市場活性化協議会 221-0054
横浜市神奈川区山内町1

本場 経営支援課
045-459-3337 045-459-3307

横浜市場活性化策の検討及び事業の実施。市内小学校での

食育事業等横浜市場のPR活動

横浜トヨペット株式会社 231-8530 横浜市中区山下町33 045-224-8800 045-224-8804 新車(トヨタ・レクサス)、U-Carの販売、整備・修理など

横浜ベイクォーター 221-0056 横浜市神奈川区金港町1-10 045-577-8123 045-441-3121 ショッピングセンター・駐車場の管理運営他

アド富士株式会社 220-0004
横浜市西区北幸2丁目10番33号

マニュライフプレイス横浜4階
045-326-3557 045-326-3558 総合広告代理店業・電鉄各社交通広告製作・施工

イセザキ・モール１･２St. 231-0046 横浜市中区末広町2-6-10 045-261-7535 045-261-7647 商店街事業振興組合

株式会社ジーマ

（チアーズブライダル）
220-0005

横浜市西区南幸2-19-2

第2土屋ビル4階
045-412-4531 045-412-4501 ウェディングプロデュース「チアーズブライダル」

首都高速道路サービス株式会社 103-0027
東京都中央区日本橋3丁目11番1号

HSBCビルディング2階
03-6262-3910 03-3273-7231

首都高速道路高架下駐車場事業、首都高速道路休憩所事

業、トランクルーム事業他

新横浜プリンスペペ 222-0033 横浜市港北区新横浜3-4 045-474-7777 045-474-3333
食品・ファッション・雑貨など新横浜プリンスホテル隣接

のショッピングセンター

株式会社ストーリーノート 150-0002 東京都渋谷区渋谷3-6-4-201 080-4716-8080 042-401-3979
ゲームソフト、映像作品、小説当の世界観設計及びシナリ

オの企画、編集、制作および販売。各種商品の企画、製

造、販売、輸出入。

株式会社ボストン商会 236-0002 横浜市金沢区鳥浜町12-53 045-769-0141 045-769-0151 サービスユニフォーム企画・卸造・卸

株式会社

ミツウロコグループホールディングス
104-0031

東京都中央区京橋三丁目1番1号

東京スクエアガーデン
03-3275-6300 03-3275-6350 持株会社（グループの経営戦略・経営管理）

三菱地所プロパティマネジメント(株) 220-8115
横浜市西区みなとみらい2-2-1

横浜ランドマークタワー15階
045-224-2247 045-224-2249 建物のPM業務、海外事業(PM業務、コンサル業務)

株式会社横浜大世界 231-0023 横浜市中区山下町97-4 045-681-5588 045-681-5620
エンターテインメント施設(ミュージアム、カフェ、お土産

ショップ等)運営

横濱haikara(ハイカラ)美容院 231-0023
横浜市中区山下町157-3

シダーハウス4F
045-228-9088 045-228-9089

着付ヘアメイク専門の美容院。各種イベントやウェディン

グの着付ヘアメイク業務等

横浜 濱族 211-0036
神奈川県川崎市中原区

井田杉山町2-3
044-755-1107 044-755-6711

シルクセンターM1階にある店内にてカナダ輸入雑貨や和

骨董等、珍しい商品を販売

横浜ハンマーヘッド 231-0001
横浜市中区新港2-14-1

横浜ハンマーヘッド
045-319-4494 045-319-4473

食を中心とした商業施設、及び客船ターミナル全体の管

理、運営

理想科学工業株式会社 231-0023
横浜市中区山下町209

帝蚕関内ビル11F
045-330-9938 045-522-5151

高速・低コストでプリントが可能な「オルフィス」「リソ

グラフ」の開発・製造・販売

東急株式会社 150-8511 東京都渋谷区南平台町5-6 03-3477-6180 ー
グループ経営管理事業、不動産事業、生活サービス事業、

ホテル・リゾート事業

一般社団法人日本キッチンカー協会 231-0861 横浜市中区元町5-199-2 045-227-4377 045-226-5377 キッチンカー出店・管理、イベント企画・運営

バニラビーンズ 235-0021 横浜市磯子区岡村4-26-4 045-750-2630 045-750-2631
チョコレートを中心としたお菓子の製造・販売、カフェの

運営

ビストロノミー“ラトリエ 1959”

ヨコハマ
231-0044 横浜市中区福富町東通2-15-2F 045-777-8819 ー

レストラン、並びにカルチャースクールの企画、運営。食

品製造業、並びに食卓セレクトショップの企画運営。

横浜フランス菓子 プチ・フルール 233-0007
横浜市港南区大久保1-10-5

ヨコオビル1F
045-842-0310 045-842-0353 洋菓子製造・販売及び飲食

20 



【金融・保険】
あいおいニッセイ同和損害保険

株式会社 横浜支店
231-0005 横浜市中区本町5-48 045-211-1661 045-212-5487 損害保険業

かながわ信用金庫 横浜営業部 231-0032 横浜市中区不老町1-3 045-651-2727 045-651-7788 銀行業

株式会社ジャックス 150-8932
東京都渋谷区恵比寿4-1-18

恵比寿ネオナート11階
03-5448-1366 03-5448-9503

クレジットカード・プリペイドカード・トラベルマネー・

クレジット・リースに関する業務

損害保険ジャパン株式会社 231-0007
横浜市中区弁天通5-70

損保ジャパン日本興亜

横浜馬車道ビル5階

045-661-2713 045-201-7252 損害保険業

株式会社東京クレジットサービス 101-0003 東京都千代田区一ツ橋2-6-3 03-5275-7600 03-5275-7624 外貨両替業務、カード業務、住宅ローン関連業務

日本郵便株式会社 南関東支社 210-8797 神奈川県川崎市川崎区榎町1-2 044-280-9184 044-280-9171
郵便業務、国内・国際物流業、銀行窓口業務、保険窓口業

務など

Frich株式会社 101-0051
東京都千代田区神田神保町

2-2-24 阿久澤ビル2F
050-5328-5495 ー P2P互助プラットフォームの提供

三井住友カード株式会社 横浜営業部 220-0004
横浜市西区北幸1-11-15

横浜STビル15F
045-319-3298 045-319-3262

クレジットカードに関する業務、ローン業務、ギフトカー

ド業務

株式会社横浜銀行 220-8611 横浜市西区みなとみらい3-1-1 045-225-1111 045-225-2010 銀行業

横浜信用金庫 231-8466 横浜市中区尾上町2-16-1 045-651-1451 045-651-2303 銀行業

株式会社

横浜弁天コンサルティングスクエア
231-0013

横浜市中区住吉町5-64-1

VELUTINA馬車道203
045-264-8057 045-264-8067

会計コンサルタント・不動産管理・保護猫施設及び動物病

院の運営

株式会社フラッグスタッフ 231-0023
横浜市中区山下町195

薩摩町ビル4階
050-5539-9999 045-330-4858 外貨両替、SIMカードおよび携帯電話端末の販売

新横浜プリンスペペ 222-0033 横浜市港北区新横浜3-4 045-474-7777 045-474-3333
食品・ファッション・雑貨など新横浜プリンスホテル隣接

のショッピングセンター

【不動産等】
エグゼクティブ・センター

みなとみらいセンタービル
220-0012

横浜市西区3-6-1

みなとみらいセンタービル19階
045-345-5800 045-345-5801

サービスオフィス、バーチャルオフィス、コワーキングス

ペース、貸し会議室の運営

木下商事株式会社 231-0016 横浜市中区真砂町4-43 045-681-0241 045-664-5377 不動産賃貸業

三洋装備株式会社 231-0013
横浜市中区住吉町2-22

松栄関内ビル
045-681-8821 045-681-8816 総合ビルメンテナンス業

首都高速道路サービス株式会社 103-0027
東京都中央区日本橋3丁目11番1号

HSBCビルディング2階
03-6262-3910 03-3273-7231

首都高速道路高架下駐車場事業、首都高速道路休憩所事

業、トランクルーム事業他

株式会社

新都市ライフホールディングス
221-0056

横浜市神奈川区金港町2-6

横浜プラザビル9階
045-450-2530 045-450-2533 不動産賃貸業

新横浜プリンスペペ 222-0033 横浜市港北区新横浜3-4 045-474-7777 045-474-3333
食品・ファッション・雑貨など新横浜プリンスホテル隣接

のショッピングセンター

三菱地所株式会社 横浜支店 220-8115
横浜市西区みなとみらい2-2-1-1

横浜ランドマークタワー15階
045-224-2211 045-221-2215 総合不動産業

横濱コーポレーション株式会社 220-8138
横浜市西区みなとみらい2-2-1

横浜ランドマークタワー38階
045-211-6101 045-211-9122 収益用不動産の売買・仲介・賃貸管理

横浜新都市センター株式会社 220-0011
横浜市西区高島2-12-6

横浜ジャスト１号館3階
045-453-2611 045-453-2681 不動産賃貸業

株式会社横浜ステーシヨンビル 231-0005
横浜市中区本町二丁目22番地

京阪横浜ビル8F
045-680-5900 045-680-5916 不動産賃貸業

株式会社横浜都市みらい 224-0006 横浜市都筑区荏田東4-10-4 045-943-2461 045-941-3911 不動産賃貸業

横浜ワールドポーターズ 231-0001
横浜市中区新港2-2-1

横浜ワールドポーターズ3階
045-222-2111 045-222-2112 不動産賃貸業

株式会社新井清太郎商店

（関内新井ホール）
231-0015 横浜市中区尾上町1丁目8番地 045-681-6762 045-662-3175

園芸関連・海藻・繊維製品等の輸出入、不動産賃貸、本社

ビル11階「関内新井ホール」運営

オークウッドスイーツ横浜 231-0003 横浜市中区北仲通5-57-2 045-211-6111 045-211-6110 家具・家電付きのサービスアパートメントの運営。

蒸氣屋 野毛本店 231-0064
横浜市中区野毛町2丁目77-1

NICハイムリビュレット野毛204号
045-334-7569 045-334-7570 和食とフレンチの融合 新「和ビストロ」

松竹株式会社 104-8422
東京都中央区築地4丁目1番1号

東劇ビル
03-6260-4127 ー

映像事業、演劇事業、不動産・その他事業を主体とする、

総合エンタテインメント
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湘南モノレール株式会社 248-0022 神奈川県鎌倉市常盤18 0467-45-3181 0467-44-5799 鉄道運営、不動産賃貸

株式会社相鉄ビルマネジメント 220-0005 横浜市西区南幸2-1-22 045-326-3032 045-326-3033 SC・商業施設、オフィスビルの運営

TKPガーデンシティPREMIUM

みなとみらい
220-0012

横浜市西区みなとみらい3-6-3

MMパークビル5F
045-650-6701 045-681-1401

フレキシブルオフィス事業。全国各地、横浜市内7会場の

貸会議室、貸ホール運営。

TKPガーデンシティPREMIUM

横浜駅新高島
220-0012

横浜市西区みなとみらい5-1-1

横浜グランゲート2F
045-650-6710 045-212-5017

フレキシブルオフィス事業。全国各地、横浜市内7会場の

貸会議室、貸ホール運営。

TKPガーデンシティ横浜 221-0056
横浜市神奈川区金港町3-1

コンカード横浜2F
045-450-6317 045-453-4134

フレキシブルオフィス事業。全国各地、横浜市内7会場の

貸会議室、貸ホール運営。

東急株式会社 150-8511 東京都渋谷区南平台町5-6 03-3477-6180 ー
グループ経営管理事業、不動産事業、生活サービス事業、

ホテル・リゾート事業

日本サントスキャブ株式会社 234-0054 横浜市港南区港南台7-53-14 045-833-1261 045-832-7881
一般乗用旅客自動車運送業、不動産の売買・仲介・賃貸管

理、・介護保険法による住宅改修事業他

野毛たべもの横丁 231-0064
横浜市中区野毛町2丁目77-1

NICハイムリビュレット野毛204号
045-334-7569 045-334-7570

イベント企画・プロデュース、教育サービス、商業施設

飲食店プロデュース、運営、店舗仲介、内装

原鉄道模型博物館 220-0011
横浜市西区高島一丁目1番2号

横浜三井ビルディング2階
045-640-6699 045-640-6695 総合不動産業、原鉄道模型博物館の運営

株式会社ビックバン 231-0038 横浜市中区山吹町1-3 K&Gビル3F 045-242-1111 045-253-1111 ハワイアン ブランドレストラン

株式会社水信 220-0004
横浜市西区北幸1丁目11番1号

水信ビル
045-311-2235 045-323-2740 果実・野菜の販売、レストラン経営

株式会社横浜岡田屋 220-6211
横浜市西区みなとみらい2-3-5

クイーンズタワーC棟11F
045-414-5000 045-228-3400

横浜岡田屋は「横浜」「川崎」「横須賀」「相模大野」で

モアーズを運営しております

横浜交通開発株式会社 222-0033
横浜市港北区新横浜三丁目18番地16

新横浜交通ビル7階
045-620-6606 045-620-7106

広告代理店、貸店舗・賃貸住宅・駐車場・駐輪場等の不動

産事業、路線バスの運行等

株式会社

横浜弁天コンサルティングスクエア
231-0013

横浜市中区住吉町5-64-1

VELUTINA馬車道203
045-264-8057 045-264-8067

会計コンサルタント・不動産管理・保護猫施設及び動物病

院の運営

神奈中観光株式会社 194-0004 東京都町田市鶴間7-6-22 042-788-2635 042-788-2694 貸切バス事業、旅行業、不動産賃貸業

新横浜SKホテル 222-0033 横浜市港北区新横浜2丁目2-9 045-476-0088 ー ビジネスホテル、土木建設、不動産取引

【飲食・食品販売】

株式会社ありあけ 231-0023 横浜市中区山下町26-1 045-662-0880 045-662-0851 菓子製造及び販売

アルテリーベ 横浜本店 231-0021
横浜市中区日本大通14

KN日本大通ビル 2F
045-210-9407 045-210-9408 レストラン経営、ウェディング

株式会社イズミ産業 240-0044 横浜市保土ヶ谷区仏向町946番地 045-333-0163 045-333-1133 ケータリング、団体向け宴会場 弁当製造販売

イタリアンダイニング・カリーナ 231-0005
横浜市中区本町1-3

綜通横浜ビルB1
045-650-3372 045-650-3372 レストラン事業(旅行会社取扱いの各種団体旅行受入可能)

株式会社一品香 231-0033 横浜市中区⾧者町9-172 045-251-4488 045-252-1608
中華レストランの経営。主力のタンメンをはじめ家庭的な

中華定番料理を取扱う

上島珈琲貿易株式会社 587-0062 大阪府堺市美原区太井122−1 0120-253- 363 03-4243-3741
珈琲、食品等製造、卸およびドリンクケータリングサービ

ス業

EVER BREW 株式会社 108-0073
東京都港区三田2-14-5

フロイントゥ三田1005号室
03-6206-6550 03-6206-6573

ベルギービールの輸入・卸・販売、国内でのレストラン運

営、ビールの醸造

株式会社金沢臨海サービス 236-0012 横浜市金沢区柴町391-7 045-785-3525 045-783-3151
公園管理・造園・ビルメンテナンス・廃棄物運搬、BBQ

場、かき小屋等、市内を中心に事業を展開

廣東飯店 231-0023 横浜市中区山下町144  045-681-7676 045-681-2354
横浜中華街に昭和36年創業の老舗。定番の北京ダック、フ

カヒレなど国内外から評判に

株式会社きじま 244-0003 横浜市戸塚区戸塚町3970 045-870-4068 045-870-4069
日本料理店の経営・ケイタリング・弁当、和惣菜の販売・

催事の企画運営

有限会社吉兆 231-0023 横浜市中区山下町164番 045-651-9157 045-663-0292 飲食業 中国広東料理

KITCHEN MANE 231-0002 横浜市中区海岸通5-25-3 35階 045-263-8571 045-323-9892
サステナブルレストラン事業、社会問題解決事業、事業支

援、地域活性化事業

牛鍋 じゃのめや 231-0045 横浜市中区伊勢佐木町5-126 045-251-0832 045-251-0833 牛鍋・しゃぶしゃぶ料理店

株式会社崎陽軒 220-0011 横浜市西区高島2-12-6 045-441-8851 045-453-2452 食料品の製造加工及び販売、飲食業

Catering Service Sushi & Beyond 224-0023 横浜市都筑区東山田4-39-21 045-489-3334 045-534-8893
ケータリングサービス及び婚礼、パーティー、会議催事の

企画運営
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有限会社源豊行 231-0023 横浜市中区山下町95-2 045-661-0801 045-661-0802 中華食材・中国酒 小売 卸売業

コカ・コーラ ボトラーズジャパン

株式会社
221-0022 横浜市神奈川区守屋町3-13-6 0800-919-0509 045-270-8977 清涼飲料の製造・販売

菜香新館 231-0023 横浜市中区山下町192 045-681-2286 045-662-8631 飲食業（中国料理レストラン）

ザ・クルーズクラブ東京 140-0002
東京都品川区東品川2-3-16

シーフォートスクエア1階
03-3472-8100 03-3458-1515

「東京湾」のクルーズを通じて、「船旅」と「街旅」の新

しい発見の提案

サントリービバレッジサービス

株式会社
245-0051 横浜市戸塚区名瀬町2231-1 045-813-3500 045-813-3514 清涼飲料水の販売

株式会社三陽物産 231-0033 横浜市中区⾧者町9-155 045-251-8642 045-232-1107
昭和37年創業以来、お菓子を通じて横浜の歴史・文化を継

承。「宮川香山」眞葛ミュージアムの運営

三和楼 231-0023 横浜市中区山下町190 045-681-2321 045-681-2321 中国料理

四五六菜館 231-0023 横浜市中区山下町190 0120-787-456 045-641-4560 中華料理店

株式会社シティコミュニケーションズ 221-0835
横浜市神奈川区鶴屋町3-33-8

アサヒビル3F
045-290-1790 045-290-1744

総合エンタテイメント企業としてレジャー施設、飲食店等

様々な事業を展開しています

株式会社ジャパンビバレッジセントラル

横浜支店
221-0864 横浜市神奈川区菅田町2774-1 045-473-9540 045-473-9448 清涼飲料自動販売機、オフィス飲料機器の運営、新規設置

上海料理 状元樓 231-0023 横浜市中区山下町191番地 045-641-8888 045-641-8980 中国上海料理 レストラン経営

株式会社重慶飯店 231-0023 横浜市中区山下町185 045-661-0755 045-641-2677
中華料理店(四川料理)、ケイタリング、物販（中華菓子・

点心等の販売）

蒸氣屋 野毛本店 231-0064
横浜市中区野毛町2丁目77-1

NICハイムリビュレット野毛204号
045-334-7569 045-334-7570 和食とフレンチの融合 新「和ビストロ」

招福門 231-0023 横浜市中区山下町81-3 045-664-4141 045-664-4181
中華街南門シルクロードの広東料理店。「香港飲茶食べ放

題」や「フカヒレ三昧コース」「美食同源」100種類など

鮨割烹 和物ライブ 日ノ出茶屋 横浜 231-0056
横浜市中区若葉町3-43-4

韓国商工会ビル地下1階
090-7171-1967 ー 横浜で寿司と言えば、日ノ出茶屋 横浜

株式会社鈴音 仏蘭西料亭霧笛楼 231-0861 横浜市中区元町2-96 045-774-1669 045-774-1675
フランス料理・フランス菓子、鶏肉・鶏卵及び関連加工食

品

DANZERO(ダンゼロ) 220-0012
横浜市西区みなとみらい1-1-1

パシフィコ横浜 展示ホール2階
045-633-3563 045-633-3206

市内随一のベイブリッジを臨む大型レストラン。創作フレ

ンチ料理を中心に最大250名可

中華街 桂宮 231-0023 横浜市中区山下町151番地 045-226-5088 045-226-5181 中華料理店（広東料理）

中華街大飯店 231-0023 横浜市中区山下町202-8 ラオビル 045-227-9888 045-227-9887 オーダー式食べ放題

有限会社同發 231-0023 横浜市中区山下町148 045-681-1082 045-681-1056 中華料理店(広東料理）

株式会社トメイズ 231-0041 横浜市中区吉田町3-14 新井ビル2階 045-228-7939 045-330-4064
ワイン輸入販売、テイスティングルーム、ライブハウス、

雑貨、ワインスクール、イベント、コンサルティング等業

務

トラットリア バジル 231-0063 横浜市中区花咲町1-40 3F 045-241-3708 045-241-3708 イタリアンレストラン

DREAM DOOR

YOKOHAMA HAMMERHEAD
231-0001 横浜市中区新港2-6 03-5484-7704 03-5484-7783

本格的なグランピングを体験できる都市型アウトドアテー

マパーク「DREAM DOOR YOKOHAMA HAMMERHEAD」

の運営

一般社団法人日本キッチンカー協会 231-0861 横浜市中区元町5-199-2 045-227-4377 045-226-5377 キッチンカー出店・管理、イベント企画・運営

野毛たべもの横丁 231-0064
横浜市中区野毛町2丁目77-1

NICハイムリビュレット野毛204号
045-334-7569 045-334-7570

イベント企画・プロデュース、教育サービス、商業施設

飲食店プロデュース、運営、店舗仲介、内装

ハードロックカフェ横浜店 220-6090
横浜市西区みなとみらい2-3-1

クイーンズタワーＡ棟１階
045-682-5626 045-682-5627 アメリカンレストラン・オリジナルグッズ

パセラリゾーツ横浜関内店 231-0046 横浜市中区末広町3−95 045-264-3855 045-264-3856
総合エンターテインメント事業（カラオケ、パーティ、

バー、ビリヤード、カフェ）

バニラビーンズ 235-0021 横浜市磯子区岡村4-26-4 045-750-2630 045-750-2631
チョコレートを中心としたお菓子の製造・販売、カフェの

運営

株式会社ハンケイ 231-0023
横浜市中区山下町200-12

永光ビル4階
045-651-7474 045-651-7122

イベント企画・作成・運営、食品・日用品の輸入及び販

売、食料品卸売業、レストラン指導展開

ビストロ＆ワイン フェイン 231-0846 横浜市中区大和町1-23-1 045-263-9684 045-263-6179
様々なパーティシーンを創り出す 邸宅レストラン、ケー

タリングパーティも利用可能

ビストロノミー“ラトリエ 1959”

ヨコハマ
231-0044 横浜市中区福富町東通2-15-2F 045-777-8819 ー

レストラン、並びにカルチャースクールの企画、運営。食

品製造業、並びに食卓セレクトショップの企画運営。

株式会社ビックバン 231-0038 横浜市中区山吹町1-3 K&Gビル3F 045-242-1111 045-253-1111 ハワイアン ブランドレストラン
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HITSUJI 231-0064 横浜市中区野毛町1-24-5 045-308-9208 045-308-9209
飲食店 クラフトビールとロティサリーチキンがメインのビ

ストロ

ビルボードライブ横浜 231-0003 横浜市中区北仲通5-57-2 045-306-5570 045-306-5571
日本国内での『ビルボード』ブランド事業展開。クラブ＆

レストラン「Billboard Live」の運営

株式会社Funfair 154-0003 東京都世田谷区野沢4丁目16-8 6F 03-6450-7736 03-4333-7564 Samurai Ramen の販売、レストランの運営

BULLS 235-0005
横浜市磯子区東町15-32

モンビル509
045-349-9195 045-349-9196 飲食業、通信工事業、電気工事業、消防設備事業

株式会社聘珍樓 222-0033
横浜市港北区新横浜2-2-8

新横浜ナラビル
045-474-6711 045-474-9961 中国料理店（広東料理）、菓子食料品販売他

MALAY ASIAN CUISINE 横浜元町店 231-0023
横浜市中区山下町82-3

ベルハウス元町1Ｆ
045-307-9839 045-307-9839 本格マレーシア料理レストラン展開中。都内2軒、横浜1軒

株式会社水信 220-0004
横浜市西区北幸1丁目11番1号

水信ビル
045-311-2235 045-323-2740 果実・野菜の販売、レストラン経営

屋形船 すずよし 220-0046 横浜市西区西戸部町3丁目297-10 045-231-1600 045-242-2049
横浜港から見える名所を周遊しながら食事を提供する屋形

船（遊覧船）

屋形船 はまかぜ 231-0004 横浜市中区元浜町2-13 045-212-5773 045-201-9200 和食・フレンチ・ヨーロッパ料理を楽しめる屋形船

揚州飯店 231-0023 横浜市中区山下町164 045-651-5108 045-651-5109
中華大通りに面した上海料理の老舗 肉まん 餃子作り体験

は中華街唯一の体験プログラム。

株式会社横浜瀬里奈 231-0011 横浜市中区太田町5-68 明和ビル3F 045-662-9864 045-664-7444
神戸牛・本黒毛和牛しゃぶしゃぶ・牛なべ・すてーき・鉄

板焼専門店

横浜のれん会 231-0055
横浜市中区末吉町1-15

太田なわのれん内事務局
045-261-0636 045-261-0659 飲食店、食品販売店等22店舗

横浜博覧館 231-0023 横浜市中区山下町145 045-640-0081 045-640-0082
ご当地土産（食品雑貨）、中国関連商品の販売及び飲食店

の経営

株式会社横浜ビール 231-0013
横浜市中区住吉町6-68-1

横浜関内地所ビル3階
045-212-9633 045-212-9635 レストラン 驛の食卓 ビール・発泡酒の製造・販売

横浜フランス菓子 プチ・フルール 233-0007
横浜市港南区大久保1-10-5

ヨコオビル1F
045-842-0310 045-842-0353 洋菓子製造・販売及び飲食

株式会社横浜ポンパドウル 231-0861 横浜市中区元町4-158-1 045-662-4180 045-664-5104 インストアーベーカリー

横浜マリンロケット 221-0835
横浜市神奈川区鶴屋町2-11-4

ハマ横丁3階
045-548-5442 045-548-5442

最高のダンスパフォーマンスとものまねを融合した極上エ

ンターテイメントを楽しめます

料亭 田中家 221-0834 横浜市神奈川区台町11-1 045-311-2621 045-311-2623
創業1863年、2019年で156年。坂本竜馬の妻、おりょうが

働いていました

ロイヤルウイング 231-0002
横浜市中区海岸通1丁目1番地

大さん橋ふ頭ビル4Ｆ
045-664-4411 045-664-3110 横浜港周遊旅客船運航

ワンズ ダイニング

（WANGS DINING)
231-0861 横浜市中区元町1-13-5 ラビ元町2F 045-641-7555 ー

レストランバー、結婚式二次会等の各種宴会(15～40人貸

切)。アメリカ西海岸料理とカクテル

R・Kカントリー株式会社

（神奈川フロンティア）
241-0825 横浜市旭区中希望ヶ丘166-35 045-365-2225 045-365-2230

宿泊・飲食・観光施設向けのプランニング、手配、集客の

支援を行う旅行サービス手配業

アニヴェルセル みなとみらい横浜 231-0001 横浜市中区新港二丁目1番4号 045-226-2088 045-226-2089 結婚式場・披露宴会場及びカフェの運営

株式会社ウイッシュボン 236-0004 横浜市金沢区福浦1-2-6 045-353-7415 045-353-7418 洋菓子の製造 横浜土産の企画・製造・配送・販売

大塚製薬株式会社 横浜支店 220-0004
横浜市西区北幸2-15-1

東武横浜第2ビル2階
045-314-5261 045-314-5326

「世界の人々の健康に貢献するなくてはならない企業」へ

神奈川県と包括協定を結び、皆様の健康維持増進に取り組

んでおります

キリンビール株式会社 横浜支社 231-0015
横浜市中区尾上町5-78

オーク関内ビル
045-641-9561 045-662-0858 酒類・飲料の営業および販売促進

株式会社グディーズプラニング 160-0023 東京都新宿区西新宿8-14-3 03-5337-8988 03-5337-8977
飲食料品の企画・卸売業を中心として、小売店グディーズ

ヨコハマも展開。

株式会社KGカンパニー 231-0003
横浜市中区北仲通3-33

関内フューチャーセンター#304
045-274-8674 ー

インバウンド及びクールジャパン関連ビジネス。飲料・食

料品の輸出入及び国内販売

サントリー酒類株式会社 横浜支店 220-0004
横浜市西区北幸2-8-4

横浜西口KNビル11階
045-311-1450 045-311-5262 酒類（ビール・ウイスキー・RTD・焼酎等）の販売

旬菜 屋形船 つき丸 231-0801 横浜市中区新山下1-7-19-101 045-263-6361 045-625-0173
料理第一の屋形船です。春夏秋冬の料理をお出ししていま

す

湘南国際村センター 240-0198
神奈川県三浦郡葉山町

上山口1560-39
046-855-1800 046-855-1816

神奈川県の湘南国際村計画の基幹施設である「湘南国際村

センター」の管理・運営

ニューオータニイン横浜プレミアム 231-0062 横浜市中区桜木町1-1-7 045-210-0707 045-210-0778 ホテル

猫カフェ れおんグループ 231-0025 横浜市中区松影町1-3-2 関山ビル2F 045-211-4152 ー
猫と触れ合う、猫と出逢う“猫カフェ”神奈川と東京に5店

舗！
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株式会社ヒンジス 230-0023 横浜市中区山下町195 045-864-2246 03-6730-2914
地産地消品の企画・製造・販売 インバウンド対応コンサ

ルティング かながわ鶏販売

フェスタ・カリーナ 231-0005
横浜市中区元浜町4-40

関内小俣ビル2階
045-680-2128 045-680-2129 ご宴会・修学旅行・一般団体様の昼食・夕食対応

ブリーズベイホテル 231-0063 横浜市中区花咲町1-22-2 045-253-5555 045-253-5511 ホテル業

株式会社ポートサービス 231-0023
横浜市中区山下町2

産業貿易センター７階
045-671-7781 045-671-7729

横浜港クルーズ、港湾交通船運航水上バス、レストラン船

事業、船上ウェディング事業

ホテルニューグランド 231-8520 横浜市中区山下町10 045-681-1841 045-681-1895
宿泊及び料飲（宴会・婚礼・レストラン）施設の運営と外

販

屋形船 濱進 236-0015 横浜市金沢区金沢町103-6 045-781-7377 045-784-1887 飲食業、屋形船

屋形船 正義丸 221-0021 横浜市神奈川区子安通1-174 045-441-4297 045-731-8328 屋形船、遊覧船、小型船での作業船、警戒船事業

UNION HARBOR 231-0801 横浜市中区新山下3-4-17 045-628-2271 045-628-2272 結婚式場・パーティ・イベント会場の運営

横浜赤レンガ倉庫 231-0001 横浜市中区新港1-1-1 045-226-1911 045-226-1916 商業施設運営事業、イベント企画立案・運営、駐車場経営

横浜市場活性化協議会 221-0054
横浜市神奈川区山内町1

本場 経営支援課
045-459-3337 045-459-3307

横浜市場活性化策の検討及び事業の実施。市内小学校での

食育事業等横浜市場のPR活動

横浜ベイシェラトン ホテル&タワーズ 220-8501 横浜市西区北幸1-3-23 045-411-1111 045-411-1350 ホテル業

横浜ベイブルーイング株式会社 231-0044 横浜市中区福富町東通2-15-1F 045-341-0450 045-341-0453 酒類製造販売業および飲食業、飲食イベント事業

横浜元町 香炉庵 231-0861 横浜市中区元町1-40 045-663-8866 045-663-8866
横浜中華街近くに本店を構える和菓子舗。全国の厳選した

素材で作る創作和菓子が自慢

横浜モノリス 231-0062
横浜市中区桜木町1-1-7

ヒューリックみなとみらい17F
045-663-1788 045-663-1787 

ブライダル事業（婚礼プロデュース部門、婚礼衣裳部門、

レストラン部門）

RAKU SPA 鶴見 230-0004 横浜市鶴見区元宮2-1-39 045-574-4126 045-574-4127 温浴施設、スパの運営

イセザキ・モール１･２St. 231-0046 横浜市中区末広町2-6-10 045-261-7535 045-261-7647 商店街事業振興組合

岩崎ミュージアム 231-0862 横浜市中区山手町254 045-623-2111 045-623-2257 観光施設管理・運営

THE BEACH 231-0801 横浜市中区新山下3-2-5 045-264-8437 045-264-8438 新山下地区での婚礼施設運営およびカフェ営業

首都高速道路サービス株式会社 103-0027
東京都中央区日本橋3丁目11番1号

HSBCビルディング2階
03-6262-3910 03-3273-7231

首都高速道路高架下駐車場事業、首都高速道路休憩所事

業、トランクルーム事業他

株式会社JOY COMMUNICATIONS 236-0006
横浜市金沢区八景島

横浜八景島シーパラダイス内

カーニバルハウス 地下1階

045-788-9655 045-788-9656
サービス業・飲食業等のコミュニケーションサポート、参

加型イベントの企画・運営

スカイファーム株式会社 220-8107
横浜市西区みなとみらい2-2-1

横浜ランドマークタワー

7FNANA Lv.(ナナレベル)

070-6453-2066 ー
デリバリー・テイクアウトシステムの企画、開発、運営事

業

象の鼻テラス 231-0002 横浜市中区海岸通１丁目 045-661-0602 045-661-0603
横浜市の文化観光交流拠点。カフェを併設し、文化プログ

ラムを定期的に開催

tvk ecom park 220-0024
横浜市西区西平沼町6-1

tvk ecom park tvk

マネジメントハウス

045-651-1716 045-534-6766
住宅展示場、ガーデン、飲食施設等、住まいや暮らしを

テーマにした複合施設の主催運営

ナビオス横浜 231-0001 横浜市中区新港2-1-1 045-633-6000 045-633-6001 船員と港で働く人の福利厚生施設・ホテル業

株式会社日本旅行神奈川法人営業部 231-0015
横浜市中区尾上町6-81

ニッセイ横浜尾上町ビル 4階
045-641-9604 045-651-0072 旅行業

株式会社ファンケル 231-8528 横浜市中区山下町89-1 045-226-1230 045-226-1202 「化粧品」「栄養補助食品」等の製造・販売

ベストウェスタン

ホテルフィーノ新横浜
222-0033 横浜市港北区新横浜2丁目2番11号 045-474-0171 045-474-0172 ホテルの経営、運営、コンサルティングなど

株式会社

ミツウロコグループホールディングス
104-0031

東京都中央区京橋三丁目1番1号

東京スクエアガーデン
03-3275-6300 03-3275-6350 持株会社（グループの経営戦略・経営管理）

横浜ハンマーヘッド 231-0001
横浜市中区新港2-14-1

横浜ハンマーヘッド
045-319-4494 045-319-4473

食を中心とした商業施設、及び客船ターミナル全体の管

理、運営

横浜みなとみらい万葉倶楽部 231-0001 横浜市中区新港2-7-1 0570-07-4126 045-671-1188 万葉の湯及び横浜みなとみらい万葉倶楽部の経営

ラグナスイート新横浜 222-0033 横浜市港北区新横浜2-6-6 045-470-6677 045-470-6778 挙式・披露宴の企画・運営を行うブライダル業・ホテル業
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株式会社ロイヤルホール 231-8544 横浜市中区山下町90番地 045-641-1122 045-681-7004 総合結婚式場、多目的ホール

ワークピア横浜 231-0023 横浜市中区山下町24-1 045-664-5252 045-664-6743
会議・セミナー・試験・周年行事・懇親会・お別れ会等、

幅広い用途の多目的スペース

【ホテル・旅館】

R&Bホテル新横浜駅前 222-0033 横浜市港北区新横浜2-15-20 045-478-1717 045-478-3434 ホテル

アパホテル＆リゾート

<横浜ベイタワー>
231-0002 横浜市中区海岸通5-25-3 045-226-5811 045-226-5810

ホテル、直営レストラン、両替商、テナント賃貸（レスト

ラン、コンビニエンスストア）

公共の宿 エスカル横浜

（横浜海員会館）
231-0023 横浜市中区山下町84 045-681-2141 045-681-2032 宿泊施設、レストラン、貸会議室

オークウッドスイーツ横浜 231-0003 横浜市中区北仲通5-57-2 045-211-6111 045-211-6110 家具・家電付きのサービスアパートメントの運営。

KKR Hotels&Resorts

ポートヒル横浜
231-0862

横浜市中区山手町115番地

港の見える丘公園
045-621-9684 045-621-6667 宿泊、会議、宴会、婚礼、レストラン

コートホテル新横浜 222-0033 横浜市港北区新横浜2-13-1 045-471-0505 045-471-3516 ホテル業

コンフォートホテル横浜関内 231-0013 横浜市中区住吉町3-33 045-650-4711 045-650-4712 ホテル業

ザ・カハラ・ホテル＆リゾート 横浜 460-0008 愛知県名古屋市中区栄2-6-1 052-307-3716 052-307-3717
徹底した本物指向の施設、設備、料理、サービスをコアと

したホテル、レストラン運営

湘南国際村センター 240-0198
神奈川県三浦郡葉山町

上山口1560-39
046-855-1800 046-855-1816

神奈川県の湘南国際村計画の基幹施設である「湘南国際村

センター」の管理・運営

新横浜SKホテル 222-0033 横浜市港北区新横浜2丁目2-9 045-476-0088 ー ビジネスホテル、土木建設、不動産取引

新横浜グレイスホテル 222-0033 横浜市港北区新横浜3-6-15 045-474-5111 045-474-9510 ホテル業

新横浜フジビューホテル

スパ＆レジデンス
222-0033 横浜市港北区新横浜2丁目3番地1 045-473-0021 045-473-0260 ホテル、飲食業

新横浜プリンスホテル 222-8533 横浜市港北区新横浜3-4 045-471-1111 045-471-1180 ホテル業

スーパーホテル新横浜 222-0033 横浜市港北区新横浜2-6-20 045-473-9000 045-473-9036 ビジネスホテル

スーパーホテル横浜・関内 231-0023 横浜市中区山下町195-1 045-650-9000 045-650-9004 ビジネスホテル

相鉄フレッサイン 横浜桜木町 231-0005 横浜市中区本町5丁目49 045-640-0203 045-640-0202 宿泊特化型ホテルの運営

ダイワロイネットホテル横浜関内 231-0047 横浜市中区羽衣町2-7-4 045-252-1475 045-252-1476 ビジネスホテル

ダイワロイネットホテル横浜公園 231-0023 横浜市中区山下町204番地1 045-664-3745 045-664-3746 ビジネスホテル

東横イン 新横浜駅前新館 222-0033 横浜市港北区新横浜2-2-14 045-470-1045 045-470-1046 ビジネスホテル

東横イン 横浜関内 231-0011 横浜市中区太田町1-5-1 045-662-1045 045-662-1049 ビジネスホテル

東横イン 横浜桜木町 231-0005 横浜市中区本町6-55 045-671-1045 045-671-1046 ビジネスホテル

東横イン 横浜新子安駅前 221-0021 横浜市神奈川区子安通2-240-32 045-451-2045 045-451-2046 ビジネスホテル

東横イン 横浜スタジアム前Ⅱ 231-0023 横浜市中区山下町205-3 045-664-1045 045-664-1046 ビジネスホテル

東横イン 横浜鶴見駅東口 230-0051 横浜市鶴見区鶴見中央1-23-20 045-504-1045 045-504-1046 ビジネスホテル

東横イン 横浜西口 220-0072 横浜市西区浅間町1-6-15 045-313-1045 045-323-2045 ビジネスホテル

ナビオス横浜 231-0001 横浜市中区新港2-1-1 045-633-6000 045-633-6001 船員と港で働く人の福利厚生施設・ホテル業

ニューオータニイン横浜プレミアム 231-0062 横浜市中区桜木町1-1-7 045-210-0707 045-210-0778 ホテル

ハイアットリージェンシー横浜 231-0023 横浜市中区山下町280-2 045-222-0100 ー 宿泊、レストラン、バー、宴会、婚礼、会議

ビジネス イン ニューシティー 231-0042 横浜市中区福富町西通53-3 045-231-3726 045-242-5275 サウナ・カプセルホテル

26 



ブリーズベイホテル 231-0063 横浜市中区花咲町1-22-2 045-253-5555 045-253-5511 ホテル業

PROSTYLE旅館横濱馬車道 231-0014 横浜市中区常盤町5-64 045-662-2222 045-662-2224 ホテル旅館の運営・関連業務

ベストウェスタン

ホテルフィーノ新横浜
222-0033 横浜市港北区新横浜2丁目2番11号 045-474-0171 045-474-0172 ホテルの経営、運営、コンサルティングなど

ベストウェスタン横浜 230-0051 横浜市鶴見区鶴見中央4丁目29番1号 045-504-8900 045-504-8919 ホテル業

Hostel Zen（ホステル ゼン） 231-0025 横浜市中区松影町3-10-5 045-342-9553 045-662-1121 宿泊業

ホテルアソシア新横浜 222-0033 横浜市港北区新横浜2-100-45 045-475-0011 045-475-0610 ホテル業

ホテルアトラス 224-0032 横浜市都筑区茅ヶ崎中央36-6 045-949-0123 045-949-0333 ビジネスホテルの運営

ホテルウィングインターナショナル

横浜関内
231-0032 横浜市中区不老町1-2 045-681-4800 045-671-9354 ホテル業

ホテルグランドサン横浜 231-0033 横浜市中区⾧者町8-122 045-241-7551 045-241-1936 ホテル業

ホテルJALシティ関内 横浜 231-0023 横浜市中区山下町72 045-661-2580 045-212-0899 ホテル

ホテルニューグランド 231-8520 横浜市中区山下町10 045-681-1841 045-681-1895
宿泊及び料飲（宴会・婚礼・レストラン）施設の運営と外

販

ホテルプラム 220-0004 横浜市西区北幸2-9-1 045-314-3111 045-316-1600 ホテル業

ホテルマイステイズ横浜 231-0055 横浜市中区末吉町4-81 045-252-1311 045-252-4884 ホテル

ホテルマイステイズ横浜関内 231-0015 横浜市中区尾上町5-67-1 045-227-6701 045-212-3933 ホテル・旅館の管理運営

ホテル メルパルク横浜 231-0023 横浜市中区山下町16 045-661-8162 045-661-1349 結婚式場の管理運営・ホテル業

ホテル横浜キャメロットジャパン 220-0004 横浜市西区北幸1-11-3 045-312-2111 045-312-2143 ホテル業

ホテルリソル横浜桜木町 231-0011 横浜市中区太田町6-78 045-662-9269 045-662-9279 ホテル業 あなたのオフを、もっとスマイルに

ホテルルートイン横浜馬車道 231-0007 横浜市中区弁天通 4丁目53-1 045-227-8911 045-227-8912 ルートインホテルズの運営・管理・企画及び旅行企画全般

マルタニホテル 231-0012 横浜市中区相生町6-99 045-681-2748 045-681-6015 ホテル業(ビジネスホテル)

株式会社ミドルウッド 160-0021
東京都新宿区歌舞伎町2-44-1

東京都健康プラザハイジア17階
03-6632-3000 03-3502-2610

ホテル事業ならびにダンススタジオ（エンターテイメン

ト）事業を行っております。

ヨコハマ グランド

インターコンチネンタル ホテル
220-8522 横浜市西区みなとみらい1-1-1 045-223-2222 045-221-0650 ホテル業

横浜桜木町ワシントンホテル 231-0062 横浜市中区桜木町1-101-1 045-683-3111 045-683-3112 ホテル業

横浜テクノタワーホテル 236-0004 横浜市金沢区福浦1-1-1 045-788-7400 045-788-7411 ホテル業（宿泊研修特化型）

横浜東急REIホテル 220-0012 横浜市西区みなとみらい4-3-6 045-663-0109 045-663-7887 ホテル業

横浜ベイシェラトン ホテル&タワーズ 220-8501 横浜市西区北幸1-3-23 045-411-1111 045-411-1350 ホテル業

横浜ベイホテル東急 220-8543 横浜市西区みなとみらい2-3-7 045-682-2222 045-682-2223 ホテル業

横浜平和プラザホテル 231-0011 横浜市中区太田町5-65 045-212-2333 045-212-2350 ホテル事業部 不動産事業部

ヨコハマ・ホステル・ヴィレッジ

コトラボ合同会社
231-0025 横浜市中区松影町3-11-2 045-663-3696 045-663-3696

まちづくりコンサルティング、ヨコハマホステルヴィレッ

ジの運営

横浜マンダリンホテル 231-0064 横浜市中区野毛4-170 045-243-3131 045-243-3139 ホテル業

横浜みなとみらい万葉倶楽部 231-0001 横浜市中区新港2-7-1 0570-07-4126 045-671-1188 万葉の湯及び横浜みなとみらい万葉倶楽部の経営

横浜ロイヤルパークホテル 100-0004
東京都千代田区大手町1-6-1

大手町ビル
03-3211-6180 03-5223-8671 ホテル業

横浜ロイヤルホテル 231-0806 横浜市中区本牧町2-319 045-622-8917 045-305-4465 ホテル業

リッチモンドホテル横浜馬車道 231-0013 横浜市中区住吉町5-59 045-228-6655 045-228-6355 ビジネスホテル
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旅館松島 232-0043 横浜市南区蒔田町863 045-731-2720 045-731-0204 旅館業・料理店

ローズホテル横浜 231-0023 横浜市中区山下町77 045-681-3311 045-681-5082 ホテル業

日本ベストサポート株式会社 102-0072
東京都千代田区飯田橋2-6-6

ヒューリック飯田橋ビル2F
03-5211-8500 03-5211-8501

人材派遣・職業紹介事業、コンサルティング業務、運営受

託業務

ラグナスイート新横浜 222-0033 横浜市港北区新横浜2-6-6 045-470-6677 045-470-6778 挙式・披露宴の企画・運営を行うブライダル業・ホテル業

R・Kカントリー株式会社

（神奈川フロンティア）
241-0825 横浜市旭区中希望ヶ丘166-35 045-365-2225 045-365-2230

宿泊・飲食・観光施設向けのプランニング、手配、集客の

支援を行う旅行サービス手配業

株式会社エイチ・アイ・エス 220-0004
横浜市西区北幸2-10-33

マニュライプレイス横浜6F
045-317-3631 045-317-3512 総合旅行業 訪日インバウンド、地方創生など

TKPガーデンシティPREMIUM

みなとみらい
220-0012

横浜市西区みなとみらい3-6-3

MMパークビル5F
045-650-6701 045-681-1401

フレキシブルオフィス事業。全国各地、横浜市内7会場の

貸会議室、貸ホール運営。

TKPガーデンシティPREMIUM

横浜駅新高島
220-0012

横浜市西区みなとみらい5-1-1

横浜グランゲート2F
045-650-6710 045-212-5017

フレキシブルオフィス事業。全国各地、横浜市内7会場の

貸会議室、貸ホール運営。

TKPガーデンシティ横浜 221-0056
横浜市神奈川区金港町3-1

コンカード横浜2F
045-450-6317 045-453-4134

フレキシブルオフィス事業。全国各地、横浜市内7会場の

貸会議室、貸ホール運営。

株式会社平成エンタープライズ 353-0004
埼玉県志木市本町5-22-26

HEGビル
048-487-9090 048-487-7149

貸切観光バス、送迎バス、乗合バス、旅行業、宿泊業、自

動車整備業

【広告】

有限会社アクロス 232-0056
横浜市南区通町2-32

リブゼ横浜南 参番館701
045-226-2320 045-226-2321

撮影コーディネイト、広告制作、ポートレイト等写真撮

影、スタジオ運営・管理

株式会社旭広告社 231-0014 横浜市中区常盤町2-19 045-681-2831 045-681-2695 総合広告代理業

アド富士株式会社 220-0004
横浜市西区北幸2丁目10番33号

マニュライフプレイス横浜4階
045-326-3557 045-326-3558 総合広告代理店業・電鉄各社交通広告製作・施工

株式会社アドベル 254-0025 神奈川県平塚市榎木町1-11 0463-21-5224 0463-24-0058
広告、ビル総合管理、環境サービス・リサイクル事業、家

事代行サービス、建物賃貸

合同会社

アニマート・ミュージックアーツ
226-0015 横浜市緑区三保町2710-172 045-482-4750 045-482-4645

演奏家派遣、コンサート企画、音楽・映像制作、情報サイ

ト運営

株式会社IGLOOO 102-0073
東京都千代田区九段北1-4-1

日本地所ブルックスビル4階
03-6822-5526 ー

海外向けインターネットメディア運営事業、海外向けウェ

ブプロモーション事業

インフィニティ・コミュニケーションズ

株式会社
150-0045

東京都渋谷区神泉町10-10

VORT渋谷神泉5F
03-6712-6157 03-6712-6158

外国語メディア「DOYUZU」シリーズの運用、20ヵ国・地

域向けインバウンドプロモーション等

株式会社ADCOMMUNICATIONS 231-0004
横浜市中区元浜町3-21-2

ヘリオス関内ビル4階
045-222-8312 045-222-8283 アプリ、Web、SNSを活用したPR

株式会社NKB Yʼs 220-6219
横浜市西区みなとみらい2-3-5

クイーンズタワーC 19F
045-201-4021 045-201-3860 広告代理業、印刷デザイン、イベント企画

株式会社NDCグラフィックス 231-0023
横浜市中区山下町1番地

シルクセンター
045-224-4776 045-224-4848

総合デザイン・グッズ開発、企業ブランドや広告の企画・

制作

株式会社エリアドライブ 220-0011
横浜市西区高島2-12-6

ヨコハマ・ジャスト1号館6-G
045-309-8891 045-309-8892

横浜を中心にWeb制作、ドローン撮影、企業の広報請負等

を行っている会社

株式会社オールスタッフ 231-0021
横浜市中区日本大通18

KRCビル7F
045-651-7719 045-651-7885 広告企画制作プロダクション

株式会社京急アドエンタープライズ 220-0011
横浜市西区高島1丁目2番8号

京急グループ本社16階
045-307-3860 045-307-3869 総合広告代理業

有限会社ケイフォトサービス 232-0031 横浜市南区永楽町1-5 Roots101 045-231-8312 045-231-8312 広告、販促企画運営、撮影、撮影コーディネイト

株式会社三扇堂 150-0034
東京都渋谷区代官山町16−2

代官山フロント301
03-6427-8577 03-6427-8886

プロモーション・コンサルティング事業。海外＆国内観光

プロモーションの実績多数。マーケティング・プランニン

グ・実施まで。

株式会社セルディビジョン 220-0011
横浜市西区高島2-11-2

スカイメナー横浜2F CDC
045-548-6861 045-548-6862

ブランディングデザイン事業を主軸とし、シェアオフィス

事業や地域貢献事業も展開

TAG EIGHT合同会社 100-0005
東京都千代田区丸の内3-2-2

丸の内二十橋ビルディング2階
050-3707-8123 ー 訪日外国人向けの広告・プロモーション事業

株式会社tvkコミュニケーションズ 220-0024
横浜市西区西平沼町6-1

tvk ecom park

(ヨコハマくらし館内)

045-548-4512 045-548-4537 番組・ビデオ・Web制作、イベント関連事業等

株式会社電通東日本 横浜支社 220-6007
横浜市西区みなとみらい2-3-1

クイーンズタワーA7階
045-681-8761 045-662-1311 総合広告代理業

株式会社東映エージエンシー 104-0031 東京都中央区京橋2-4-12 03-3271-2821 03-3281-4180 総合広告代理店
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凸版印刷株式会社 横浜営業所 220-0023
横浜市西区平沼1-39-3

三石ヨコハマビル5階
045-320-0517 045-320-6559

”印刷テクノロジー” を核に、幅広い分野で新たな価値や

サービスを創出しています

ノガン株式会社 231-0002
横浜市中区海岸通1-1

ジャパンエキスプレスビル3F
045-681-7808 045-330-7628

プロモーション全般(Webサイト・広告物・空間デザイン、

イベント企画等)

株式会社プラチナム 107-0052
東京都港区赤坂4-15-1

赤坂ガーデンシティ14階
03-5572-6070 03-5572-6075 PR企画立案と実施・PR業務代行及びコンサルティング

株式会社フロッグカンパニー 231-0014
横浜市中区常盤町4-42

石井ビル３階
045-663-7413 045-663-7414

TV・ラジオCM 新聞広告 Webサイト等企画制作 ムービー

撮影編集 イベント企画実施

株式会社ベクトル 107-0052
東京都港区赤坂4-15-1

赤坂ガーデンシティ17F
03-5572-6080 03-6673-4282

アジア各国のPR企画立案および実施。PR業務代行・コン

サルティング

株式会社メディアライン 220-0073
横浜市西区岡野2-15-32

日鴻ビル3F
045-410-1131 045-410-1132

広告代理店(Web制作・ソリューションシステム・広告媒

体・販促グッズ・印刷物)

株式会社横浜アーチスト 231-0023 横浜市中区山下町1 シルクセンター 045-681-3731 045-681-3735
広告代理店、イベントの企画・運営、警備業、タレント

ブッキング、広報PR

株式会社横浜エージェンシー＆

コミュニケーションズ
220-0012

横浜市西区みなとみらい4-4-5

横浜アイマークプレイス14F
045-640-3434 045-650-9032 総合広告代理店

横浜交通開発株式会社 222-0033
横浜市港北区新横浜三丁目18番地16

新横浜交通ビル7階
045-620-6606 045-620-7106

広告代理店、貸店舗・賃貸住宅・駐車場・駐輪場等の不動

産事業、路線バスの運行等

株式会社横浜メディアアド 221-0052 横浜市神奈川区栄町5-1 YCS5階 045-450-1815 045-450-1819 総合広告代理業

株式会社ランドメール 231-0026 横浜市中区上野町4-136 045-227-7270 045-227-7271

総合広告会社。主にイベントや展示会企画・運営等総合プ

ロデュース、販促物の制作、販促のための調査やマーケ

ティング。昨今はアウトドア市場拡大のための訴求事業を

開始。

株式会社リチカ 151-0053 東京都渋谷区代々木1-6-12 MFビル3階 03-6687-1744 03-6675-7059
リチカクラウドスタジオの開発・動画を軸とした情報DXの

支援

旅奇広告有限公司 110
台湾台北市

信義区基隆路一段159号4階

+886-

2-2747-9077

＋886-

2-2747-9075

台湾の旅の業界紙「旅奇 Travel Rich」の発刊と、台湾向け

プロモーション、インバウンド支援

株式会社リレーション・ジャパン 220-0023 横浜市西区平沼1-3-13 大勝ビル4階 045-328-3095 045-328-3096
東南アジアに特化した訪日プロモーション事業。広告制

作・旅行博出展・招聘事業。特定技能人材支援

株式会社ルーツ 158-0096 東京都世田谷区玉川台2-11-13 4F 03-5755-3918 03-5755-3908
観光用ガイドMAP「旅うらら」の発行、観光ポータルサイ

トの運営、交通広告、他

ワークスプレス株式会社 158-0081 東京都世田谷区深沢4-34-13 03-5706-7690 03-5706-7065 地図制作 イラストマップ作成 販売促進物の作成

株式会社アットヨコハマ 221-0052 横浜市神奈川区栄町7-1 045-577-7480 ー
アプリケーションソフトウェアの企画および運営、トヨタ

の観光アプリmy route（マイルート）による横浜市内の回

遊性向上事業

株式会社ヴァリューズ 107-0052
東京都港区赤坂2-19-4

FORUM赤坂5F
03-6277-6812 03-6277-6814

経営に関するコンサルティング及び成⾧支援事業・イン

ターネット行動ログ分析事業

株式会社MLINE 253-0045
神奈川県茅ヶ崎市十間坂

1-1-23-302
0467-33-4545 0467-86-0341

Webシステム・アプリの開発と運用。Web全般のマーケ

ティング。

ENGAWA株式会社 160-0022
東京都新宿区新宿1-12-12

オスカ カテリーナ 2F
03-6432-9948 03-6438-9426

ライセンス管理・運営、多言語メディア運営・管理、コン

テンツ制作

株式会社大川印刷 245-0053 横浜市戸塚区上矢部町2053 045-812-1131 045-812-1135
ＳＤＧＳに対応した環境印刷、活版印刷体験などイベント

の企画運営、横浜土産絵葉書・コースターの販売

株式会社オールアバウト 150-0013
東京都渋谷区恵比寿1-20-8

エビススバルビル6階
03-6362-1324 03-3442-2121

専門ガイドによる総合情報サイトの運営及びインターネッ

ト広告事業

お母さん業界新聞社 221-0055
横浜市神奈川区大野町1番地8

アルテ横浜406号室
045-444-4030 045-444-4031

子育て支援に関わるさまざまな事業。味噌（和食）普及啓

発に関わるさまざまな事業

株式会社オレンジ社 102-0074
東京都千代田区九段南3-9-12

九段ニッカナビル6階
03-3239-0700 03-3239-0711

多言語広報支援（Webサイト・印刷物の企画、翻訳、デザ

イン、ライティング、印刷）

株式会社KADOKAWA 102-8077
東京都千代田区五番街3-1

五番街グランドビル
03-3238-8421 03-5276-7261

都市情報誌「横浜ウォーカー」等の出版事業のほか、

Web、広告、通販等

cubic株式会社 231-0004 横浜市中区元浜町4-39 三橋ビル8F 045-226-3550 045-212-3549
コミュニケーションデザインをコンセプトに、Ｏ2Ｏメ

ディア・アプリ制作、システム開発運営、ミレアや各種情

報誌の発行等を展開

GMOコマース株式会社 150-0043
東京都渋谷区道玄坂1-2-3

渋谷フクラス13階
03-3770-7030 03-3770-7031 実店舗、ネットショップ、集客サービス

Japan Partnership Holdings Inc. 106-0031
東京都港区西麻布3-2-12

西麻布ソニックビル8階
03-4588-2277 03-4588-2278

出版、広告、ウェブデザインと開発、PR、マーケティン

グ、セールス、翻訳

湘南マーケティング株式会社 251-0035
神奈川県藤沢市片瀬海岸

1-9-13-305
0466-25-5023 0466-25-5023

企画マーケティング、調査運営、旅行企画、地域コンテン

ツ開発、人材育成

株式会社スイミーデザインラボ 231-0015
横浜市中区尾上町3-35

横浜第一有楽ビル3階
045-273-3184 ー

企業・商品・空間のブランディング、ライセンスの管理・

運用

studio BLAZE・自明流殺陣剣術 231-0854 横浜市中区根岸旭台1 050-5435-1406 045-883-8026
一般広告・ウエディング写真 スタジオ・出張撮影 映像制

作 サムライ関係イベント演出
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株式会社テイクフォー 226-0019 横浜市緑区中山5-14-16 045-934-5464 045-934-5462
式典、お祭り、講演、パーティ等のイベント企画/運営/設

営、お手伝い致します！

株式会社テレビ神奈川 231-8001
横浜市中区太田町2-23

横浜メディアビジネスセンター
045-651-1710 045-661-0022

テレビ放送・制作、住宅展示場運営、ホール・飲食等の経

営運営

株式会社トリクスタ 231-0023
横浜市中区山下町1

シルクセンター8F
045-342-5353 045-342-5349 映像制作、デジタルマーケティング

株式会社ハマ企画 220-0011
横浜市西区高島2丁目10−13

横浜東口ビル708
045-450-3095 045-450-3096

横浜に関わるメディア運営とウェブマーケティングコンサ

ルティング

販促ノベルティ卸売りセンター 225-0024
横浜市青葉区市ヶ尾町1168−1

カーサウチノ4階
045-900-2012 045-507-8986 販売促進業 建設業

株式会社VM ビタミンママ 225-0002
横浜市青葉区美しが丘1-5-2

エクセル910ビル4-A
045-904-4320 045-904-4394

書店やコンビニ販売の雑誌「ビタミンママ」の発行、WEB

サイト運営、パンフ制作など

表示灯株式会社 107-0062
東京都港区南青山5-12-22

ナビタ東灯ビル
03-3797-4711 03-3797-4710

・環境、交通、公共、商業施設、誘導案内等、屋内外サイ

ンの企画、設計、製作、施・総合広告代理業

株式会社ファイネックス 160-0003
東京都新宿区四谷本塩町4−40

光丘四谷ビル6F
03-6384-1471 03-6384-1472

訪・在日外国人向け誘客事業（多言語情報誌発行・ポータ

ルサイト運営、マーケティング）、翻訳事業

株式会社ブーン 162-0815
東京都新宿区筑土八幡町2-5

梅野ビル4階
03-3269-9981 03-3269-9982

フリーマガジンの発行、企業広報誌の企画・編集・制作、

著名人キャスティング等

株式会社ブレインズ・カンパニー 107-6033
東京都港区赤坂1-12-32

アーク森ビル33階
03-3568-3844 03-3568-3838

企業・自治体等のPR・広報業務/広報研修/ソーシャルメ

ディア・デジタル広告等運用

株式会社フレンドリージャパン 150-0043
東京都渋谷区道玄坂1-5-3

プリメーラ道玄坂805
03-6416-5505 03-6416-5515

中国人観光客誘致促進のコンサルティングを中心に、中国

ビジネス全般を行っております。

株式会社

まちづくりプラットフォーム
226-0027 横浜市緑区⾧津田7-18-5-2 045-983-5172 ー

ITを活用した、地域の観光プロモーション支援。アプリ・

Web・クラウド等 自社サービスの展開。

一般社団法人

夜景観光コンベンション・ビューロー
104-0054

東京都中央区勝どき1-13-6

プラザタワー勝どき4008
03-6204-0115 03-6204-0112

観光集客のプロデュース、観光調査、制作(イベント・イル

ミネーションライトアップ等)、出版、映像制作、広告、デ

ザイン、検定事業、人材育成事業、観光集客コンサルティ

ング

株式会社横浜スーパー・ファクトリー 230-0045 横浜市鶴見区末広町1-11 045-506-8181 045-506-8185 ＣＭ等撮影スタジオ賃貸業

アイ・ペアーズ株式会社 169-0075
東京都新宿区高田馬場4-3-7

KSビルB1F
03-5937-6726 03-5937-6727

音声関連サービス、音楽制作、映像制作、インターネット

関連サービス、多言語サービス

アソビュー株式会社 150-0001
東京都渋谷区神宮前2-7-7

AURORAビル3階
050-2018-1843 03-5413-5535

『アソビュー！』の運営や、レジャー・アクティビティの

インバウンド販路の整備等

アプレット株式会社 150-0011 東京都渋谷区東1-4-1 尚豊ビル3階 03-6427-3377 03-6427-3378 Web制作、システム構築、イベント企画、装飾

エグザ株式会社 220-0011
横浜市西区高島2-6-32

横浜東口ウィスポートビル 15階
045-565-5070 045-565-5080

イベント運営・装飾、販促ツールの印刷・製作、人材派

遣、販売支援・代行

株式会社オフサイド 220-6218
横浜市西区みなとみらい2-3-5

クイーンズタワーC棟 18階
045-661-0622 045-661-0604

イベントプロデュース(企画、制作、演出、運営)、事務局

運営

恩詩國際行銷有限公司
台湾高雄市

苓雅區仁愛三街276號3樓

＋886-

985-506-365
ー

台湾向けPRを全面サポート。メディア・インフルエンサー

招聘事業他に幅広く対応

株式会社神奈川機関紙印刷所 236-0004 横浜市金沢区福浦2-1-12 045-785-1700 045-784-6902 機関紙誌,広報紙誌の企画製作・印刷など、Web企画作成など

株式会社グロー・プランニング 231-0007
横浜市中区弁天通1-15-1

アコルデ横浜関内4階
045-308-7471 045-308-7472

フレグランスディフューザーのレンタル、イベント、展示

会での香りの演出

有限会社ケイケイスタジオ 232-0012 横浜市南区南吉田町5-47 045-231-4774 045-231-4799
広告看板デザイン・企画設計、インクジェット印刷、シル

ク印刷

サクラインターナショナル株式会社 135-0042
東京都江東区木場2-17-13

 第2亀井ビル5Ｆ
03-5646-1160 03-5646-1161

イベント・展示会・インセンティブ・国際会議フルサポー

ト（企画・デザイン・製作・設営・保管一括）・警備

株式会社

JTBコミュニケーションデザイン
105-8335

東京都港区芝3-23-1

セレスティン芝三井ビルディング12F
03-5657-0600 03-5657-0631

博物館・観光及びコンベンション施設、広告・PR、地域活

性等

株式会社湘南よみうり新聞社 231-0021
横浜市中区日本大通7

日本大通7ビル4FYBP
045-550-5785 050-6875-6405

情報誌「ヨコハマよみうり」、編集・デザイン・印刷、ア

プリ、企画等マーケティング事業

瀬戸株式会社 135-0064 東京都江東区青海2⁻7⁻4 03-4400-1505 03-4400-1506
ネイティブのクリエイター50名が所属。海外マーケティン

グのためのコンテンツ制作

日本航空株式会社 140-8637
東京都品川区東品川二丁目4番11号

野村不動産天王洲ビル
03-5460-3778 ー

定期航空運送事業及び不定期航空運送事業、航空機仕様事

業、その他付帯する又は関連する一切の事業

株式会社 Bright Wave Media 231-0063 横浜市中区花咲町一丁目42番地1 2Ｆ 045-341-4122 045-341-4122
バイリンガル（日英）のカルチャーマガジン「横浜シーサ

イダー」発行・翻訳・広告制作・イベント企画

株式会社UNISON COMPANY 231-0012
横浜市中区相生町3-61

泰生ビル2階 さくらWORKS内
070-6462-2543 050-5865-9736

音楽家 演奏家等のアーティストのマネジメントおよびプロ

モート業務

ハマの人力車

株式会社横濱おもてなし家
231-0802

横浜市中区小港町1丁目5番地

小港マンション403号室
045-622-8146 045-622-8164

人力車を用いての観光、ウェディング送迎、イベント営

業、地図制作業
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【展示装飾・イベント】

認定特定非営利活動法人 ARCSHIP 231-0014 横浜市中区常盤町1-1 宮下ビル4F 045-323-9351 045-323-9352 様々なジャンルの音楽イベントの企画・制作

ウエキ園芸株式会社 231-0867 横浜市中区打越30-17 045-251-4795 045-231-8019 貸植木業・総合園芸業

エグザ株式会社 220-0011
横浜市西区高島2-6-32

横浜東口ウィスポートビル 15階
045-565-5070 045-565-5080

イベント運営・装飾、販促ツールの印刷・製作、人材派

遣、販売支援・代行

株式会社オフサイド 220-6218
横浜市西区みなとみらい2-3-5

クイーンズタワーC棟 18階
045-661-0622 045-661-0604

イベントプロデュース(企画、制作、演出、運営)、事務局

運営

株式会社ガーランドフェア 231-0003
横浜市中区北仲通1-6

ヒタチビル6F
045-651-3320 045-651-3350

生花販売、フラワーデザイン空間装飾、フラワースクー

ル、ウェディングイベントプロデュース

有限会社関東化染工業所 233-0006 横浜市港南区芹が谷1-1-21 045-823-1956 045-824-5269 のぼり・旗・印袢天等の広告宣伝、イベント用製品

株式会社キョードー横浜 231-0005
横浜市中区本町4-40

横浜第一ビル9階
045-671-9911 045-681-5324 興行の運営、企画及び管理

空間装飾 クラフツ 241-0833
横浜市旭区南本宿町144-23

パームヒル１階
045-342-5107 045-342-5106

装飾用の白い木や竹灯篭 竹花器の制作、会場の飾り付け、

苔など装飾小物の販売 レンタル

Classical Princess Japon ー ー ー ー
アンティーク着物地を用いたクラシックドレスの制作、お

よび歴史的建造物での撮影事業

有限会社ケイケイスタジオ 232-0012 横浜市南区南吉田町5-47 045-231-4774 045-231-4799
広告看板デザイン・企画設計、インクジェット印刷、シル

ク印刷

株式会社工芸社 162-0824
東京都新宿区揚場町2-26

SKﾋﾞﾙ4F
03-5801-0791 03（5801）0794展示装飾業

有限会社さかなスタジオ 272-0021 千葉県市川市八幡2-6-1-703 047-302-7355 047-302-7356 イベント、舞台、コンサート等の企画・制作・レンタル

サクラインターナショナル株式会社 135-0042
東京都江東区木場2-17-13

第2亀井ビル5Ｆ
03-5646-1160 03-5646-1161

イベント・展示会・インセンティブ・国際会議フルサポー

ト（企画・デザイン・製作・設営・保管一括）・警備

株式会社サプラニア 180-0004
東京都武蔵野市吉祥寺本町

2-25-7-2F
0422-27-2623 ー

地域PRに繋がる体験型イベント、アニメPRイベント、教

育（出版、講師）

株式会社CTU 231-0033 横浜市中区⾧者町3-8-13-806 045-228-0820 045-228-0821 イベント企画・運営・管理

株式会社シグマ映像 235-0016 横浜市磯子区磯子2-17-17 045-750-1251 045-750-1255
映像・音響機材のレンタル及び販売。磁気ループシステム

の販売及びレンタル

studio BLAZE・自明流殺陣剣術 231-0854 横浜市中区根岸旭台1 050-5435-1406 045-883-8026
一般広告・ウエディング写真 スタジオ・出張撮影 映像制

作 サムライ関係イベント演出

株式会社丹青社 108-8220
東京都港区港南1-2-70

品川シーズンテラス 19F
03-6455-8133 03-6455-8226

博物館、資料館等文化施設及びイベント等の企画・設計・

施工・コンサルティング・運営

tvk ecom park 220-0024
横浜市西区西平沼町6-1

tvk ecom park

tvkマネジメントハウス

045-651-1716 045-534-6766
住宅展示場、ガーデン、飲食施設等、住まいや暮らしを

テーマにした複合施設の主催運営

株式会社テイクフォー 226-0019 横浜市緑区中山5-14-16 045-934-5464 045-934-5462
式典、お祭り、講演、パーティ等のイベント企画/運営/設

営、お手伝い致します！

デジタルワークス株式会社 231-0002 横浜市中区海岸通4-17 045-349-9501 045-349-9502
各種イベント・催物の企画、制作、宣伝プロデュース、

コーディネート・コンサルタント

販促ノベルティ卸売りセンター 225-0024
横浜市青葉区市ヶ尾町1168−1

カーサウチノ4階
045-900-2012 045-507-8986 販売促進業 建設業

株式会社フジヤ 横浜営業所 220-0011
横浜市西区高島2-6-32

横浜東口ウィスポートビル4F
045-461-5761 045-461-5762

展示会・イベントのみならず、あらゆる空間演出のソ

リューションをご提示いたします。

有限会社フルヤ工行社 220-0042 横浜市西区戸部町3-104 045-231-3591 045-241-2226
ディスプレイ業、看板・舞台装置制作業（イベント・催事

ではイス、テントなどレンタル）

株式会社ペッププランニング 231-0062 横浜市中区桜木町2-2 港陽ビル9F 045-680-3311 045-680-3312
ｘｐｄ横浜支社本社統合により、旧ペッププランニングを

再登録しました。横浜観光活性化に貢献します。

株式会社ムラヤマ 横浜支店 231-0021
横浜市中区日本大通18

KRCビル9Ｆ
045-201-8961 045-201-9078

空間デザイン（展示会・イベント・式典等）の企画デザイ

ン施工

横濱シスターズ 220-0042 横浜市西区戸部町2-47-4 080-3758-6693 ー
女性ボーカルトリオが幅広いレパートリーでパーティーや

各種イベントを盛り上げます。

株式会社横浜シミズ 231-0023
横浜市中区山下町223番1号

 NU関内ビル8F
045-663-0461 045-663-0460 イベントの企画・設営・運営、舞台装飾・内飾

横濱haikara(ハイカラ)美容院 231-0023
横浜市中区山下町157-3

シダーハウス4F
045-228-9088 045-228-9089

着付ヘアメイク専門の美容院。各種イベントやウェディン

グの着付ヘアメイク業務等

株式会社よしもとエリアアクション 231-0005
横浜市中区本町1丁目4番地

プライムメゾン横濱日本大通3階A
045-305-6631 045-305-6632

エンターテインメントに関する企画、制作ＰＲ、流通を国

内外に総合的に展開

ルーデンス株式会社 220-6004
横浜市西区みなとみらい2-3-1

クイーンズタワーA403B
045-662-0018 045-662-0017

街づくりプランニング・コーディネート イベント企画･運

営 プロモーション事業 Web制作
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株式会社アイ・エス・エス 108-0073
東京都港区三田3-13-12

三田MTビル8階
03-6369-9995 03-3453-1258

国際会議・医学会・国内会議・イベント企画運営/通訳翻

訳/人材派遣/語学養成校運営

朝日オフセット印刷株式会社  230-0048 横浜市鶴見区本町通1-22 045-511-0141 045-502-2170 総合印刷業

株式会社旭広告社 231-0014 横浜市中区常盤町2-19 045-681-2831 045-681-2695 総合広告代理業

吾妻印刷株式会社 232-0006 横浜市南区南太田4-8-12 045-730-5161 045-730-5171 印刷及びディスプレイ、サイン等

アプレット株式会社 150-0011
東京都渋谷区東1-4-1

尚豊ビル3階
03-6427-3377 03-6427-3378 Web制作、システム構築、イベント企画、装飾

株式会社あんざい 233-0016 横浜市港南区下永谷3-24-29 045-822-8497 045-824-1303 印刷業・葬祭業

飯田電機工業株式会社 150-0001 東京都渋谷区神宮前5-8-7 03-3409-3331 03-3409-3827 電気工事業、イベントの展示装飾

岩崎ミュージアム 231-0862 横浜市中区山手町254 045-623-2111 045-623-2257 観光施設管理・運営

インバイトジャパン株式会社 111-0032
東京都台東区浅草1-10-5

KN浅草ビル6F
03-6231-6621 03-6700-1730

MICE誘致で鍵となるチームビルディングアクティビティ

をバイリンガルで提供します。

インフィニティ・コミュニケーションズ

株式会社
150-0045

東京都渋谷区神泉町10-10

VORT渋谷神泉5F
03-6712-6157 03-6712-6158

外国語メディア「DOYUZU」シリーズの運用、20ヵ国・地

域向けインバウンドプロモーション等

上島珈琲貿易株式会社 587-0062 大阪府堺市美原区太井122−1 0120-253- 363 03-4243-3741
珈琲、食品等製造、卸およびドリンクケータリングサービ

ス業

株式会社エイチ・アイ・エス 220-0004
横浜市西区北幸2-10-33

マニュライプレイス横浜6F
045-317-3631 045-317-3512 総合旅行業 訪日インバウンド、地方創生など

株式会社NDCグラフィックス 231-0023
横浜市中区山下町1番地

シルクセンター
045-224-4776 045-224-4848

総合デザイン・グッズ開発、企業ブランドや広告の企画・

制作

株式会社角川アスキー総合研究所 113-0024 東京都文京区西片1-17-8 03-5840-7800 03-5840-7812
KADOKAWAグループに属する法人向けのシンクタンク、

リサーチ、メディア企業

近畿日本ツーリスト株式会社

横浜支店
221-0052

横浜市神奈川区栄町3-4

パシフィックマークス

横浜イースト 4F

045-277-0771 045-277-0772
国内・海外・訪日旅行及びコンベンション、イベント等の

総合旅行業

株式会社グロー・プランニング 231-0007
横浜市中区弁天通1-15-1

アコルデ横浜関内4階
045-308-7471 045-308-7472

フレグランスディフューザーのレンタル、イベント、展示

会での香りの演出

劇団四季 225-8585 横浜市青葉区あざみ野1-24-7 045-903-1141 045-903-8005 演劇の公演、舞台等の出演、企画ならびに脚本の提供

株式会社コングレ 103-8276
東京都中央区日本橋3-10-5

オンワードパークビルディング
03-3510-3711 03-3510-3712

会議イベント運営企画、ITシステム、施設運営、調査・コ

ンサル、語学・人材サービス

笹徳印刷株式会社 横浜支社 220-0011
横浜市西区高島2-3-22

横浜OTビル8階
045-461-3511 045-461-3515

印刷物の企画・デザイン・編集・製版・印刷。Web企画・

制作、イベント企画・運営等

THE BEACH 231-0801 横浜市中区新山下3-2-5 045-264-8437 045-264-8438 新山下地区での婚礼施設運営およびカフェ営業

株式会社三扇堂 150-0034
東京都渋谷区代官山町16−2

代官山フロント301
03-6427-8577 03-6427-8886

プロモーション・コンサルティング事業。海外＆国内観光

プロモーションの実績多数。マーケティング・プランニン

グ・実施まで。

株式会社JTB 横浜支店 221-0835
横浜市神奈川区鶴屋町3-29-1

第6安田ビル6階
045-316-0540 045-316-5521

国内・海外・訪日旅行及びコンベンション等の総合旅行業

務。観光動向等の調査業務

株式会社

JTBコミュニケーションデザイン
105-8335

東京都港区芝3-23-1

セレスティン芝三井ビルディング12F
03-5657-0600 03-5657-0631

博物館・観光及びコンベンション施設、広告・PR、地域活

性等

JFlight 231-0063
横浜市中区花咲町3-103-2

アマデウスビル2F
045-250-5053 045-251-9744

エアバスA320の操縦席を再現した本格的フライトシミュ

レーターの運営

首都高速道路株式会社 神奈川局 221-0044 横浜市神奈川区東神奈川1-3-4 045-451-7907 045-451-7957 首都高速道路(神奈川線）の管理･維持･補修

株式会社ゼタ 160-0023 東京都新宿区西新宿7-17-14-5F 090-3436-3939 03-5403-9251
各種和風エンターテイメントの派遣業、及び飲食店等の集

客コンサルタント業

象の鼻テラス 231-0002 横浜市中区海岸通１丁目 045-661-0602 045-661-0603
横浜市の文化観光交流拠点。カフェを併設し、文化プログ

ラムを定期的に開催

Socia21（ソシア21） 222-0034 横浜市港北区岸根町6-1 045-472-7777 045-473-7028 総合結婚式場

株式会社tvkコミュニケーションズ 220-0024
横浜市西区西平沼町6-1

tvk ecom park

(ヨコハマくらし館内)

045-548-4512 045-548-4537 番組・ビデオ・Web制作、イベント関連事業等

株式会社DMC Greater Yokohama 231-0011
横浜市中区太田町2-23

横浜メディア・ビジネスセンター9F
045-263-9615 045-263-9408

国際・国内会議及び文化・学術等各種催物の企画、誘致、

開催及び運営

株式会社テイクアンドギヴ・ニーズ 140-0002
東京都品川区東品川2-3-12

シーフォートスクエアセンタービ

ル 17Ｆ

03-6833-1122 03-3471-6739
結婚式場・レストランの運営およびパーティ・イベントの

企画、運営
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株式会社電通東日本 横浜支社 220-6007
横浜市西区みなとみらい2-3-1

クイーンズタワーA7階
045-681-8761 045-662-1311 総合広告代理業

株式会社東映エージエンシー 104-0031 東京都中央区京橋2-4-12 03-3271-2821 03-3281-4180 総合広告代理店

凸版印刷株式会社 横浜営業所 220-0023
横浜市西区平沼1-39-3

三石ヨコハマビル5階
045-320-0517 045-320-6559

”印刷テクノロジー” を核に、幅広い分野で新たな価値や

サービスを創出しています

一般社団法人日本キッチンカー協会 231-0861 横浜市中区元町5-199-2 045-227-4377 045-226-5377 キッチンカー出店・管理、イベント企画・運営

株式会社日本旅行神奈川法人営業部 231-0015
横浜市中区尾上町6-81

ニッセイ横浜尾上町ビル 4階
045-641-9604 045-651-0072 旅行業

パセラリゾーツ横浜関内店 231-0046 横浜市中区末広町3−95 045-264-3855 045-264-3856
総合エンターテインメント事業（カラオケ、パーティ、

バー、ビリヤード、カフェ）

HANA21株式会社 231-0842
横浜市中区上野町1-27

アルス山手201号
ー ー ギフトの販売及びサービス・地域情報提供

株式会社ハンケイ 231-0023
横浜市中区山下町200-12

永光ビル4階
045-651-7474 045-651-7122

イベント企画・作成・運営、食品・日用品の輸入及び販

売、食料品卸売業、レストラン指導展開

株式会社フジテレビジョン 137-8088 東京都港区台場2-4-8  03-5500-8888 ー
放送事業、動画・VR・DVD・映画制作、広告宣伝、権利ビ

ジネス、マーチャンダイジング、ゲーム他

株式会社 Bright Wave Media 231-0063 横浜市中区花咲町一丁目42番地1 2Ｆ 045-341-4122 045-341-4122
バイリンガル（日英）のカルチャーマガジン「横浜シーサ

イダー」発行・翻訳・広告制作・イベント企画

株式会社プラチナム 107-0052
東京都港区赤坂4-15-1

赤坂ガーデンシティ14階
03-5572-6070 03-5572-6075 PR企画立案と実施・PR業務代行及びコンサルティング

株式会社

マザーズシステム・ジャパン
105-0013

東京都港区浜松町1-30-5

浜松町スクエア1604
03-5776-0921 03-5776-0916

映像によるコンテンツ制作とシステム開発力を合わせた

ウェブとの連動を事業としている

株式会社ヤマダ 横濱山田の花火 232-0031 横浜市南区永楽町1-10 045-251-2366 045-251-2368 花火の打ち上げ・販売

株式会社UNISON COMPANY 231-0012
横浜市中区相生町3-61

泰生ビル2階 さくらWORKS内
070-6462-2543 050-5865-9736

音楽家 演奏家等のアーティストのマネジメントおよびプロ

モート業務

株式会社横浜アーチスト 231-0023 横浜市中区山下町1 シルクセンター 045-681-3731 045-681-3735
広告代理店、イベントの企画・運営、警備業、タレント

ブッキング、広報PR

株式会横浜エージェンシー＆

コミュニケーションズ
220-0012

横浜市西区みなとみらい4-4-5

横浜アイマークプレイス14F
045-640-3434 045-650-9032 総合広告代理店

NPO法人横浜ガストロノミ協議会 231-0064
横浜市中区野毛町2-101-1

ネオキャッスル野毛1003号室
045-260-6525 045-242-6515

食育、地産地消、チャリティなどの活動を通して、横浜の

食文化の振興を進めている

横濱ハイカラきもの館

(株式会社新日屋)
231-0023

横浜市中区山下町1番地

シルクセンターM1F 125号
045-663-8108 045-663-8108

日本人および訪日外国人観光客を対象にした着物袴のレン

タル着付け

株式会社横浜メディアアド 221-0052 横浜市神奈川区栄町5-1 YCS5階 045-450-1815 045-450-1819 総合広告代理業

株式会社ランドメール 231-0026 横浜市中区上野町4-136 045-227-7270 045-227-7271

総合広告会社。主にイベントや展示会企画・運営等総合プ

ロデュース、販促物の制作、販促のための調査やマーケ

ティング。昨今はアウトドア市場拡大のための訴求事業を

開始。

リベラ株式会社 737-0051
広島県呉市中央一丁目4-24

リベラビル
0823-20-1010 0823-20-1020

クルーズ企画及び運航管理、ユニークベニューとしてのイ

ベント企画、誘致及び開催ならびに会場賃貸及び運営管理

株式会社リレーション・ジャパン 220-0023
横浜市西区平沼1-3-13

大勝ビル4階
045-328-3095 045-328-3096

東南アジアに特化した訪日プロモーション事業。広告制

作・旅行博出展・招聘事業。特定技能人材支援

株式会社レクシステム(レクトラベル) 220-0061
横浜市西区久保町5-20

サンワイズ横浜3F
045-225-8100 045-225-8100

団体旅行の企画・横浜港発の工場夜景クルーズの主催 レ

ンタルクライミング事業など

ワンズ ダイニング

（WANGS DINING)
231-0861

横浜市中区元町1-13-5

ラビ元町2F
045-641-7555 ー

レストランバー、結婚式二次会等の各種宴会(15～40人貸

切)。アメリカ西海岸料理とカクテル

合同会社

アニマート・ミュージックアーツ
226-0015 横浜市緑区三保町2710-172 045-482-4750 045-482-4645

演奏家派遣、コンサート企画、音楽・映像制作、情報サイ

ト運営

株式会社IGLOOO 102-0073
東京都千代田区九段北1-4-1

日本地所ブルックスビル4階
03-6822-5526 ー

海外向けインターネットメディア運営事業、海外向けウェ

ブプロモーション事業

ANAビジネスソリューション株式会社 108-0074
東京都港区高輪4-10-18

京急第1ビル11階
03-6700-0700 03-5791-2899

教育・研修/人材サービス/調査・コンサルティング/アウ

トソーシング

株式会社NKB Yʼs 220-6219
横浜市西区みなとみらい2-3-5

クイーンズタワーC 19F
045-201-4021 045-201-3860 広告代理業、印刷デザイン、イベント企画

株式会社大川印刷 245-0053 横浜市戸塚区上矢部町2053 045-812-1131 045-812-1135
ＳＤＧＳに対応した環境印刷、活版印刷体験などイベント

の企画運営、横浜土産絵葉書・コースターの販売

お母さん業界新聞社 221-0055
横浜市神奈川区大野町1番地8

アルテ横浜406号室
045-444-4030 045-444-4031

子育て支援に関わるさまざまな事業。味噌（和食）普及啓

発に関わるさまざまな事業

株式会社KADOKAWA 102-8077
東京都千代田区五番街3-1

五番街グランドビル
03-3238-8421 03-5276-7261

都市情報誌「横浜ウォーカー」等の出版事業のほか、

Web、広告、通販等

株式会社CARROZZA 238-0101
神奈川県三浦市南下浦町

上宮田3196
050-5532-1926 045-345-3100

レンタカー、自動車販売、観光促進事業、インバウンド、

PR
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キャプテン翼スタジアム 横浜元町 231-0801 横浜市中区新山下3-2-5 045-623-5283 ー
多目的フットサルコートの運営、各種印刷物の編集・制

作、イベント事業の企画・運営

康平運送株式会社 221-0862 横浜市神奈川区三枚町601 045-383-1321 045-382-0920
ピアノ・精密機械・医療機器の配送。ピアノ・エレクトー

ン・オルガンレンタル

山陽印刷株式会社 236-0004 横浜市金沢区福浦2-1-13 045-785-3434 045-786-1105
ポスター、チラシ、会社案内等の商業印刷とWebを連携さ

せた総合印刷業

株式会社ジーマ

（チアーズブライダル）
220-0005

横浜市西区南幸2-19-2

第2土屋ビル4階
045-412-4531 045-412-4501 ウェディングプロデュース「チアーズブライダル」

株式会社スイミーデザインラボ 231-0015
横浜市中区尾上町3-35

横浜第一有楽ビル3階
045-273-3184 ー

企業・商品・空間のブランディング、ライセンスの管理・

運用

株式会社セルディビジョン 220-0011
横浜市西区高島2-11-2

スカイメナー横浜2F CDC
045-548-6861 045-548-6862

ブランディングデザイン事業を主軸とし、シェアオフィス

事業や地域貢献事業も展開

ニッポン放送 100-8439 東京都千代田区有楽町1-9-3 03-3287-1111 ー 放送法に基づく基幹放送事業（AM/FMラジオ放送）

ノガン株式会社 231-0002
横浜市中区海岸通1-1

ジャパンエキスプレスビル3F
045-681-7808 045-330-7628

プロモーション全般(Webサイト・広告物・空間デザイン、

イベント企画等)

ぴあ株式会社 150-0011
東京都渋谷区東1-2-20

渋谷ファーストタワー
03-5774-5200 03-5774-5348

チケット販売、出版物の刊行、イベントの企画・制作・運

営などエンタテインメント事業

株式会社VM ビタミンママ 225-0002
横浜市青葉区美しが丘1-5-2

エクセル910ビル4-A
045-904-4320 045-904-4394

書店やコンビニ販売の雑誌「ビタミンママ」の発行、WEB

サイト運営、パンフ制作など

株式会社ブレインズ・カンパニー 107-6033
東京都港区赤坂1-12-32

アーク森ビル33階
03-3568-3844 03-3568-3838

企業・自治体等のPR・広報業務/広報研修/ソーシャルメ

ディア・デジタル広告等運用

株式会社フロッグカンパニー 231-0014
横浜市中区常盤町4-42

石井ビル３階
045-663-7413 045-663-7414

TV・ラジオCM 新聞広告 Webサイト等企画制作 ムービー

撮影編集 イベント企画実施

株式会社メディアライン 220-0073
横浜市西区岡野2-15-32

日鴻ビル3F
045-410-1131 045-410-1132

広告代理店(Web制作・ソリューションシステム・広告媒

体・販促グッズ・印刷物)

UNION HARBOR 231-0801 横浜市中区新山下3-4-17 045-628-2271 045-628-2272 結婚式場・パーティ・イベント会場の運営

横浜ベイブルーイング株式会社 231-0044 横浜市中区福富町東通2-15-1F 045-341-0450 045-341-0453 酒類製造販売業および飲食業、飲食イベント事業

横浜マリンロケット 221-0835
横浜市神奈川区鶴屋町2-11-4

ハマ横丁3階
045-548-5442 045-548-5442

最高のダンスパフォーマンスとものまねを融合した極上エ

ンターテイメントを楽しめます

旅奇広告有限公司 110
台湾台北市

信義区基隆路一段159号4階

+886-

2-2747-9077

＋886-

2-2747-9075

台湾の旅の業界紙「旅奇 Travel Rich」の発刊と、台湾向け

プロモーション、インバウンド支援

【会議運営企画(PCO)】

株式会社アイ・エス・エス 108-0073
東京都港区三田3-13-12

三田MTビル8階
03-6369-9995 03-3453-1258

国際会議・医学会・国内会議・イベント企画運営/通訳翻

訳/人材派遣/語学養成校運営

株式会社インターグループ 105-0001
東京都港区虎ノ門2-2-5

共同通信会館4F
03-5549-6909 03-5549-3201

会議・イベントの運営 通訳者手配、翻訳、語学学校、人

材派遣

インバイトジャパン株式会社 111-0032
東京都台東区浅草1-10-5

KN浅草ビル6F
03-6231-6621 03-6700-1730

MICE誘致で鍵となるチームビルディングアクティビティ

をバイリンガルで提供します。

株式会社学会サービス 150-0032
東京都渋谷区鴬谷町7-3-101

トミーリージェンシー
03-3496-6950 03-3496-2150 医学会の運営・代行

株式会社コングレ 103-8276
東京都中央区日本橋3-10-5

オンワードパークビルディング
03-3510-3711 03-3510-3712

会議イベント運営企画、ITシステム、施設運営、調査・コ

ンサル、語学・人材サービス

株式会社コンベンションリンケージ 102-0075 東京都千代田区三番町2 03-3263-8686 03-3263-8687
国際会議・コンベンション・イベント企画・運営、コンサ

ルティング

株式会社シガール 221-0834
横浜市神奈川区台町15−8

久世ビル2階
045-565-9246 045-565-9646 PCO事業者、イベントプランナー

日本コンベンションサービス株式会社 100-0013
東京都千代田区霞が関1-4-2

大同生命霞が関ビル18F
03-3508-1211 03-3508-0820

MICE企画運営、通訳・翻訳、人材派遣、施設運営、調査

研究、国際会議誘致、教育研修

株式会社バイリンガル・グループ 162-0055
東京都新宿区余丁町11-1

枝ビル2階
03-5315-0451 03-5315-0452

国際会議準備・運営、通訳、翻訳、人材派遣、セレモ

ニー、社交行事等の企画・運営

株式会社ピーシーオーワークス 101-0048
東京都千代田区神田司町2-4-2

神田アーバンビル2階
03-3291-3636 03-3291-3635 コンベンション企画・製作

ホスピタリティ教育研究所 241-0011 横浜市旭区川島町2976-88 045-442-7176 045-442-7263
研修・講演事業・接遇向上・クレーム対応・リーダー養

成・職場の活性化などホスピタリティ関連

ワークピア横浜 231-0023 横浜市中区山下町24-1 045-664-5252 045-664-6743
会議・セミナー・試験・周年行事・懇親会・お別れ会等、

幅広い用途の多目的スペース

YDMS株式会社 231-0014
横浜市中区常盤町1-2-1

関内電子ビル4階B
045-263-6122 045-330-0971

観光マーケティング、旅行業・着地型コンテンツの開発、

ランドオペレーション

株式会社オフサイド 220-6218
横浜市西区みなとみらい2-3-5

クイーンズタワーC棟 18階
045-661-0622 045-661-0604

イベントプロデュース(企画、制作、演出、運営)、事務局

運営
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株式会社近畿日本ツーリスト

コーポレートビジネス
101-0024

東京都千代田区神田和泉町1-13

住友商事神田和泉町ビル13階
03-6891-9311 03-6891-9411

国内・海外・訪日の旅行手配業務、各種イベントの総合的

な運営、国際会議のPCO業務等

THE J TEAM 株式会社 108-0075
東京都港区港南1-8-15 Wビル2階

リブポート品川 イースト7号室
03-6721-5313 03-5460-1002

旅行業法に基づく旅行サービス手配業、国内海外旅行・各

種イベントの企画手配斡旋業務

サクラインターナショナル株式会社 135-0042
東京都江東区木場2-17-13

第2亀井ビル5Ｆ
03-5646-1160 03-5646-1161

イベント・展示会・インセンティブ・国際会議フルサポート（企

画・デザイン・製作・設営・保管一括）・警備

株式会社日本旅行 訪日旅行営業部 103-8266
東京都中央区日本橋1-19-1

日本橋ダイヤビルディング11階
03-6895-8344 03-6895-8355

旅行業、国際・国内会議の開催及び各種催事の企画・立案

ならびに運営に関する請負、外国人スタッフの派遣

株式会社ペッププランニング 231-0062 横浜市中区桜木町2-2 港陽ビル9F 045-680-3311 045-680-3312
ｘｐｄ横浜支社本社統合により、旧ペッププランニングを

再登録しました。横浜観光活性化に貢献します。

株式会社ミントス 231-0014 横浜市中区常盤町1-2-1 9F-D 045-228-8080 045-228-8510
ビジネスマナー、メンタルヘルス、レジリエンス、アン

ガーマネジメント等の研修

認定特定非営利活動法人 ARCSHIP 231-0014 横浜市中区常盤町1-1 宮下ビル4F 045-323-9351 045-323-9352 様々なジャンルの音楽イベントの企画・制作

株式会社新井清太郎商店

（関内新井ホール）
231-0015 横浜市中区尾上町1丁目8番地 045-681-6762 045-662-3175

園芸関連・海藻・繊維製品等の輸出入、不動産賃貸、本社

ビル11階「関内新井ホール」運営

株式会社角川アスキー総合研究所 113-0024 東京都文京区西片1-17-8 03-5840-7800 03-5840-7812
KADOKAWAグループに属する法人向けのシンクタンク、

リサーチ、メディア企業

近畿日本ツーリスト株式会社

横浜支店
221-0052

横浜市神奈川区栄町3-4

パシフィックマークス

横浜イースト 4F

045-277-0771 045-277-0772
国内・海外・訪日旅行及びコンベンション、イベント等の

総合旅行業

株式会社DMC Greater Yokohama 231-0011
横浜市中区太田町2-23

横浜メディア・ビジネスセンター9F
045-263-9615 045-263-9408

国際・国内会議及び文化・学術等各種催物の企画、誘致、

開催及び運営

株式会社テイクアンドギヴ・ニーズ 140-0002
東京都品川区東品川2-3-12

シーフォートスクエア

センタービル 17Ｆ

03-6833-1122 03-3471-6739
結婚式場・レストランの運営およびパーティ・イベントの

企画、運営

株式会社テイクフォー 226-0019 横浜市緑区中山5-14-16 045-934-5464 045-934-5462
式典、お祭り、講演、パーティ等のイベント企画/運営/設

営、お手伝い致します！

横浜テクノタワーホテル 236-0004 横浜市金沢区福浦1-1-1 045-788-7400 045-788-7411 ホテル業（宿泊研修特化型）

株式会社横浜メディアアド 221-0052 横浜市神奈川区栄町5-1 YCS5階 045-450-1815 045-450-1819 総合広告代理業

【リース等】
キッセイコムテック株式会社

レンタル事業部
170-0005

東京都豊島区南大塚3-32-1

大塚S&Sビル
03-5843-0301 03-5979-6335 パソコンレンタル、ネットワーク構築、イベント保守 他

株式会社グロー・プランニング 231-0007
横浜市中区弁天通1-15-1

アコルデ横浜関内4階
045-308-7471 045-308-7472

フレグランスディフューザーのレンタル、イベント、展示

会での香りの演出

株式会社トヨタレンタリース神奈川 221-0052
横浜市神奈川区栄町7-1

マイクスビル3階
045-461-0100 045-453-1919 自動車のレンタル・リース

パノレン 231-0023
横浜市中区山下町82番地

徳永ビル105号
045-651-4187 045-651-4187

レンタサイクル（電動アシスト付自転車）、レンタカー、レンタル

用品（レジャー用品からイベント用品まで）

ヒビノメディアテクニカル株式会社 135-0062 東京都江東区東雲2-9-23 6階 03-6457-2063 03-6457-2064 AV機器のレンタル

株式会社横浜スーパー・ファクトリー 230-0045 横浜市鶴見区末広町1-11 045-506-8181 045-506-8185 ＣＭ等撮影スタジオ賃貸業

認定特定非営利活動法人 ARCSHIP 231-0014 横浜市中区常盤町1-1 宮下ビル4F 045-323-9351 045-323-9352 様々なジャンルの音楽イベントの企画・制作

ウエキ園芸株式会社 231-0867 横浜市中区打越30-17 045-251-4795 045-231-8019 貸植木業・総合園芸業

株式会社CARROZZA 238-0101
神奈川県三浦市南下浦町

上宮田3196
050-5532-1926 045-345-3100

レンタカー、自動車販売、観光促進事業、インバウンド、

PR

株式会社TREE Digital Studio

メディア・ガーデン
224-0037 横浜市都筑区茅ケ崎南2-1-56 045-945-3800 045-945-3807

CM撮影スタジオ運営、照明機材レンタル販売、撮影関連

機材販売、映像コンテンツ制作

東急ビジネスサポート株式会社 150-8019
東京都渋谷区道玄坂2-24-1

東急百貨店本店内8階
03-3477-3265 03-5453-0052 ビジネスサポート事業(人材サービス、レンタルサービス)

有限会社フルヤ工行社 220-0042 横浜市西区戸部町3-104 045-231-3591 045-241-2226
ディスプレイ業、看板・舞台装置制作業（イベント・催事

ではイス、テントなどレンタル）

株式会社有隣堂 244-8585 横浜市戸塚区品濃町881-16 045-825-5551 045-825-5520
書籍・文具・オフィス家具・OA機器・楽器の店頭及び外商

販売・通信販売

理想科学工業株式会社 231-0023
横浜市中区山下町209

帝蚕関内ビル11F
045-330-9938 045-522-5151

高速・低コストでプリントが可能な「オルフィス」「リソ

グラフ」の開発・製造・販売
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【人材派遣等】

旭化成アミダス株式会社 210-0863
神奈川県川崎市川崎区夜光1-3-1

旭化成株式会社川崎製造所

合同9号館

044-271-3860 044-271-3859 総合人材サービス（人材派遣、人材紹介、職員研修等）

ANAビジネスソリューション株式会社 108-0074
東京都港区高輪4-10-18

京急第1ビル11階
03-6700-0700 03-5791-2899

教育・研修/人材サービス/調査・コンサルティング/アウ

トソーシング

株式会社

サイマル・インターナショナル
104-0061

東京都中央区銀座7-16-12

G-7ビルディング
03-3524-3100 03-3524-3105

通訳/翻訳/通訳者・翻訳者養成校/通訳・会議機材/人材派

遣・紹介（グループ）

株式会社ジョビア 220-0004
横浜市西区北幸1-11-11

NMF横浜西口ビル8F
045-311-1116 045-311-1119 職業紹介、人材派遣、店舗運営請負、ケアシューズ販売

株式会社TEI 105-0014
東京都港区芝1丁目5番12号

TOP浜松町ビル7階
03-5765-4811 03-5765-0041

人材サービス・通訳ガイド・イベントコンベンションス

タッフ・添乗員・空港内業務

東急ビジネスサポート株式会社 150-8019
東京都渋谷区道玄坂2-24-1

東急百貨店本店内8階
03-3477-3265 03-5453-0052 ビジネスサポート事業(人材サービス、レンタルサービス)

日本ベストサポート株式会社 102-0072
東京都千代田区飯田橋2-6-6

ヒューリック飯田橋ビル2F
03-5211-8500 03-5211-8501

人材派遣・職業紹介事業、コンサルティング業務、運営受

託業務

株式会社ヒト・コミュニケーションズ 170-0013 東京都豊島区東池袋1丁目9番6号 03-5952-1111 03-5952-1112 営業・販売・サービスを中核とする営業支援企業

株式会社ミントス 231-0014 横浜市中区常盤町1-2-1 9F-D 045-228-8080 045-228-8510
ビジネスマナー、メンタルヘルス、レジリエンス、アン

ガーマネジメント等の研修

合同会社

アニマート・ミュージックアーツ
226-0015 横浜市緑区三保町2710-172 045-482-4750 045-482-4645

演奏家派遣、コンサート企画、音楽・映像制作、情報サイ

ト運営

株式会社インターグループ 105-0001
東京都港区虎ノ門2-2-5

共同通信会館4F
03-5549-6909 03-5549-3201

会議・イベントの運営 通訳者手配、翻訳、語学学校、人

材派遣

エグザ株式会社 220-0011
横浜市西区高島2-6-32

横浜東口ウィスポートビル 15階
045-565-5070 045-565-5080

イベント運営・装飾、販促ツールの印刷・製作、人材派

遣、販売支援・代行

日本コンベンションサービス株式会社 100-0013
東京都千代田区霞が関1-4-2

大同生命霞が関ビル18F
03-3508-1211 03-3508-0820

MICE企画運営、通訳・翻訳、人材派遣、施設運営、調査

研究、国際会議誘致、教育研修

株式会社バイリンガル・グループ 162-0055
東京都新宿区余丁町11-1

枝ビル2階
03-5315-0451 03-5315-0452

国際会議準備・運営、通訳、翻訳、人材派遣、セレモ

ニー、社交行事等の企画・運営

株式会社ピー・アール・オー 231-0023
横浜市中区山下町123-1

横浜クリードビル6階
045-227-5611 045-227-5613

ソフトウェア開発、Webシステム開発、スマートフォン関

連開発

ホスピタリティ教育研究所 241-0011 横浜市旭区川島町2976-88 045-442-7176 045-442-7263
研修・講演事業・接遇向上・クレーム対応・リーダー養

成・職場の活性化などホスピタリティ関連

YAMAGATA株式会社 220-8515 横浜市西区高島2-6-34 045-461-4000 045-453-2856
紙媒体(アナログ領域)から機械翻訳、web、SNS(デジタル

領域)までを一気通貫で対応。

株式会社アイ・エス・エス 108-0073
東京都港区三田3-13-12

三田MTビル8階
03-6369-9995 03-3453-1258

国際会議・医学会・国内会議・イベント企画運営/通訳翻

訳/人材派遣/語学養成校運営

株式会社京急アドエンタープライズ 220-0011
横浜市西区高島1丁目2番8号

京急グループ本社16階
045-307-3860 045-307-3869 総合広告代理業

株式会社東映エージエンシー 104-0031 東京都中央区京橋2-4-12 03-3271-2821 03-3281-4180 総合広告代理店

株式会社日本旅行 訪日旅行営業部 103-8266
東京都中央区日本橋1-19-1

日本橋ダイヤビルディング11階
03-6895-8344 03-6895-8355

旅行業、国際・国内会議の開催及び各種催事の企画・立案

ならびに運営に関する請負、外国人スタッフの派遣

株式会社横浜エージェンシー＆

コミュニケーションズ
220-0012

横浜市西区みなとみらい4-4-5

横浜アイマークプレイス14F
045-640-3434 045-650-9032 総合広告代理店

横濱和婚

ウエディングネットアカデミー
231-0063

横浜市中区花咲町1-53-1

ANビル 4階
045-260-1650 045-260-1620

横濱和婚プランナーが伊勢山皇大神宮挙式を結婚式当日ま

で皆様のお手伝いを致します

【旅行】
R・Kカントリー株式会社

（神奈川フロンティア）
241-0825 横浜市旭区中希望ヶ丘166-35 045-365-2225 045-365-2230

宿泊・飲食・観光施設向けのプランニング、手配、集客の

支援を行う旅行サービス手配業

アソビュー株式会社 150-0001
東京都渋谷区神宮前2-7-7

AURORAビル3階
050-2018-1843 03-5413-5535

『アソビュー！』の運営や、レジャー・アクティビティの

インバウンド販路の整備等

アニバーサリークルーズ 108-0022
東京都港区海岸3-18-21

ブライトイースト芝浦1F
03-6435-6107 03-6435-4569

船舶（クルーザーや屋形船、客船）を使用しての各種パー

ティーの企画及び運営

株式会社エイチ・アイ・エス 220-0004
横浜市西区北幸2-10-33

マニュライプレイス横浜6F
045-317-3631 045-317-3512 総合旅行業 訪日インバウンド、地方創生など

ANA X 株式会社 103-0027
東京都中央区日本橋2-14-1

フロントプレイス日本橋4階
050-3755-0526 03-6733-4632 旅行、航空販促、ライフサービス、ソリューション

株式会社eBoard 236-0007 横浜市金沢区白帆4番地 050-3717-4572 ー
電動パーソナルモビリティと電動キックスクーターのシェ

アリングサービス事業
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株式会社カーニバル・ジャパン 104-0061
東京都中央区銀座6-2-1

Daiwa銀座ビル6階
03-3573-3610 03-3573-3607

プリンセス・クルーズ、キュナード・ラインの販売とマー

ケティング

株式会社CARROZZA 238-0101
神奈川県三浦市南下浦町

上宮田3196
050-5532-1926 045-345-3100

レンタカー、自動車販売、観光促進事業、インバウンド、

PR

近畿日本ツーリスト株式会社 163-0240
東京都新宿区西新宿2-6-1

新宿住友ビル40F
03-6863-0350 03-6863-0415 募集型企画旅行 パンフレットの造成 WEB商品の造成

近畿日本ツーリスト株式会社

横浜教育旅行支店
221-0052

横浜市神奈川区栄町3-4

パシフィックマークス

横浜イースト 4F

045-277-0681 045-277-0682 旅行業

近畿日本ツーリスト株式会社

横浜支店
221-0052

横浜市神奈川区栄町3-4

パシフィックマークス

横浜イースト 4F

045-277-0771 045-277-0772
国内・海外・訪日旅行及びコンベンション、イベント等の

総合旅行業

株式会社近畿日本ツーリスト

コーポレートビジネス
101-0024

東京都千代田区神田和泉町1-13

住友商事神田和泉町ビル13階
03-6891-9311 03-6891-9411

国内・海外・訪日の旅行手配業務、各種イベントの総合的

な運営、国際会議のPCO業務等

THE J TEAM 株式会社 108-0075
東京都港区港南1-8-15 Wビル2階

リブポート品川 イースト7号室
03-6721-5313 03-5460-1002

旅行業法に基づく旅行サービス手配業、国内海外旅行・各

種イベントの企画手配斡旋業務

株式会社JTB トラベルゲート横浜 220-0004
横浜市西区北幸1-7-6

日土地横浜西口第一ビル
045-312-5288 045-314-3610 旅行業

株式会社JTB 横浜支店 221-0835
横浜市神奈川区鶴屋町3-29-1

第6安田ビル6階
045-316-0540 045-316-5521

国内・海外・訪日旅行及びコンベンション等の総合旅行業

務。観光動向等の調査業務

株式会社ジャパングレイス 169-0075 東京都新宿区高田馬場1-32-13 03-5287-3081 03-5287-5719
横浜を母港とし外航客船2隻を傭船、年3回世界一周の船旅

を企画しています。

湘南マーケティング株式会社 251-0035 神奈川県藤沢市片瀬海岸1-9-13-305 0466-25-5023 0466-25-5023
企画マーケティング、調査運営、旅行企画、地域コンテン

ツ開発、人材育成

東武トップツアーズ株式会社

横浜支店
220-0004

横浜市西区北幸2-8-29

東武横浜第3ビル5Ｆ
045-326-1120 045-326-1122

インバウンド事業 旅行業 スポーツ大会 公務大会運営

MICE事業他

公益財団法人日本修学旅行協会 103-0002
東京都中央区日本橋馬喰町1-1-2

にほんばしゼニットビル2階
03-5640-8061 03-5640-8062

教育旅行の実態調査、研究発表会の開催、月刊誌「教育旅

行」、データブック「教育旅行年報」等の発行

株式会社日本旅行

赤い風船東日本事業部
131-8565

東京都墨田区提通1-19-9

リバーサイド隅田

セントラルタワー6階

03-3614-3209 03-3614-3108 国内旅行商品事業

株式会社日本旅行神奈川法人営業部 231-0015
横浜市中区尾上町6-81

ニッセイ横浜尾上町ビル 4階
045-641-9604 045-651-0072 旅行業

株式会社日本旅行 訪日旅行営業部 103-8266
東京都中央区日本橋1-19-1

日本橋ダイヤビルディング11階
03-6895-8344 03-6895-8355

旅行業、国際・国内会議の開催及び各種催事の企画・立案

ならびに運営に関する請負、外国人スタッフの派遣

株式会社阪急交通社 105-0004
東京都港区新橋3-3-9

KHD東京ビル3Ｆ
03-6745-7344 03-6745-7364 旅行業

株式会社ポケットカルチャー 103-0016
東京都中央区日本橋小網町16-1

タナベビル2Ｆ
03-5623-9302 03-3249-3005

エンターテインメント企画運営業務、イベント・演劇・セ

ミナーの企画、製作、公演、運営

名鉄観光サービス株式会社 231-0015
横浜市中区尾上町4-52

横浜野村證券ビル5階
045-641-4166 045-641-4169 旅行業

楽天株式会社

コマースカンパニー地域創生事業
158-0094

東京都世田谷区玉川一丁目14番1号

楽天クリムゾンハウス
050-5817-0700 050-3153-3275 オンライントラベルエージェント

株式会社レクシステム(レクトラベル) 220-0061
横浜市西区久保町5-20

サンワイズ横浜3F
045-225-8100 045-225-8100

団体旅行の企画・横浜港発の工場夜景クルーズの主催 レ

ンタルクライミング事業など

株式会社ローソンエンタテインメント 141-8609
東京都品川区大崎1-11-2

ゲートシティ大崎

イーストタワー17F

0570-063-800 ー
国内・海外のツアー販売、エンタテイメント事業と連携ツ

アーの販売

株式会社IGLOOO 102-0073
東京都千代田区九段北1-4-1

日本地所ブルックスビル4階
03-6822-5526 ー

海外向けインターネットメディア運営事業、海外向けウェ

ブプロモーション事業

ANAあきんど株式会社 103-0027
東京都中央区日本橋2-14-1

フロントプレイス日本橋
050-3815-5729 03-6733-4624

・地域創生事業

・航空セールス事業

公共の宿 エスカル横浜

（横浜海員会館）
231-0023 横浜市中区山下町84 045-681-2141 045-681-2032 宿泊施設、レストラン、貸会議室

神奈中観光株式会社 194-0004 東京都町田市鶴間7-6-22 042-788-2635 042-788-2694 貸切バス事業、旅行業、不動産賃貸業

株式会社京急アドエンタープライズ 220-0011
横浜市西区高島1丁目2番8号

京急グループ本社16階
045-307-3860 045-307-3869 総合広告代理業

TAG EIGHT合同会社 100-0005
東京都千代田区丸の内3-2-2

丸の内二十橋ビルディング2階
050-3707-8123 ー 訪日外国人向けの広告・プロモーション事業

日本航空株式会社 140-8637
東京都品川区東品川二丁目4番11号

野村不動産天王洲ビル
03-5460-3778 ー

定期航空運送事業及び不定期航空運送事業、航空機仕様事

業、その他付帯する又は関連する一切の事業

株式会社はとバス 143-8512 東京都大田区平和島5丁目4番1号 03-3761-1221 03-3761-4035 定期観光バス・貸切観光バス・ホテルの営業

日の丸自動車興業株式会社 112-0004 東京都文京区後楽一丁目1番8号 03-3815-1811 03-3814-1052 定期観光バス、貸切観光バス事業、不定期航路事業
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株式会社平成エンタープライズ 353-0004
埼玉県志木市本町5-22-26

HEGビル
048-487-9090 048-487-7149

貸切観光バス、送迎バス、乗合バス、旅行業、宿泊業、自

動車整備業

ベストウェスタン

ホテルフィーノ新横浜
222-0033 横浜市港北区新横浜2丁目2番11号 045-474-0171 045-474-0172 ホテルの経営、運営、コンサルティングなど

株式会社ミドルウッド 160-0021
東京都新宿区歌舞伎町2-44-1

東京都健康プラザハイジア17階
03-6632-3000 03-3502-2610

ホテル事業ならびにダンススタジオ（エンターテイメン

ト）事業を行っております。

屋形船 はまかぜ 231-0004 横浜市中区元浜町2-13 045-212-5773 045-201-9200 和食・フレンチ・ヨーロッパ料理を楽しめる屋形船

一般財団法人横浜市交通局協力会 231-0033
横浜市中区⾧者町5-85

三共横浜ビル14階
045-253-9595 045-253-9786 旅行業、市電保存館運営事業、運輸付帯サービス業

横浜みなとみらい万葉倶楽部 231-0001 横浜市中区新港2-7-1 0570-07-4126 045-671-1188 万葉の湯及び横浜みなとみらい万葉倶楽部の経営

Limousine Taxi Jun/

Jun Creative Tours
241-0833 横浜市旭区南本宿町121 045-353-1562 045-352-1137

高級リムジンハイヤー、タクシー、旅行業務全般、ツアー

企画、宿泊手配

YDMS株式会社 231-0014
横浜市中区常盤町1-2-1

関内電子ビル4階B
045-263-6122 045-330-0971

観光マーケティング、旅行業・着地型コンテンツの開発、

ランドオペレーション

イタリアンダイニング・カリーナ 231-0005
横浜市中区本町1-3

綜通横浜ビルB1
045-650-3372 045-650-3372 レストラン事業(旅行会社取扱いの各種団体旅行受入可能)

インバイトジャパン株式会社 111-0032
東京都台東区浅草1-10-5

 KN浅草ビル6F
03-6231-6621 03-6700-1730

MICE誘致で鍵となるチームビルディングアクティビティ

をバイリンガルで提供します。

株式会社KGカンパニー 231-0003
横浜市中区北仲通3-33

関内フューチャーセンター#304
045-274-8674 ー

インバウンド及びクールジャパン関連ビジネス。飲料・食

料品の輸出入及び国内販売

ザ・クルーズクラブ東京 140-0002
東京都品川区東品川2-3-16

シーフォートスクエア1階
03-3472-8100 03-3458-1515

「東京湾」のクルーズを通じて、「船旅」と「街旅」の新

しい発見の提案

株式会社

まちづくりプラットフォーム
226-0027 横浜市緑区⾧津田7-18-5-2 045-983-5172 ー

ITを活用した、地域の観光プロモーション支援。アプリ・

Web・クラウド等 自社サービスの展開。

横濱ハイカラきもの館

(株式会社新日屋)
231-0023

横浜市中区山下町1番地

シルクセンターM1F 125号
045-663-8108 045-663-8108

日本人および訪日外国人観光客を対象にした着物袴のレン

タル着付け

リベラ株式会社 737-0051
広島県呉市中央一丁目4-24

リベラビル
0823-20-1010 0823-20-1020

クルーズ企画及び運航管理、ユニークベニューとしてのイベント企

画、誘致及び開催ならびに会場賃貸及び運営管理

LINKTIVITY株式会社 101-0053
東京都千代田区神田美土代町1番

地住友商事美土代ビル9階
ー ー

交通事業者・観光施設等とユーザーを繋げるプラット

フォームの提供

ロングランプランニング株式会社 162-0828 東京都新宿区袋町25 03-6228-1240 03-6228-1270
公演チケット販売「カンフェティ」、「tkts」、媒体誌発

行、旅行業

【博物館・観光及びコンベンション施設】
安藤百福発明記念館 横浜

(カップヌードルミュージアム 横浜)
231-0001 横浜市中区新港2-3-4 045-345-4335 045-345-0305 カップヌードルミュージアム 横浜の管理運営

岩崎ミュージアム 231-0862 横浜市中区山手町254 045-623-2111 045-623-2257 観光施設管理・運営

キャプテン翼スタジアム 横浜元町 231-0801 横浜市中区新山下3-2-5 045-623-5283 ー
多目的フットサルコートの運営、各種印刷物の編集・制

作、イベント事業の企画・運営

劇団四季 225-8585 横浜市青葉区あざみ野1-24-7 045-903-1141 045-903-8005 演劇の公演、舞台等の出演、企画ならびに脚本の提供

社会福祉法人こどもの国協会 227-0036 横浜市青葉区奈良町700 045-961-2111 045-962-1366 こどもの国の管理運営

三溪園 231-0824 横浜市中区本牧三之谷58-1 045-621-0635 045-621-6343 文化財建造物及び名勝庭園の維持管理、公開

株式会社

JTBコミュニケーションデザイン
105-8335

東京都港区芝3-23-1

セレスティン芝三井ビルディング12F
03-5657-0600 03-5657-0631

博物館・観光及びコンベンション施設、広告・PR、地域活

性等

JFlight 231-0063
横浜市中区花咲町3-103-2

アマデウスビル2F
045-250-5053 045-251-9744

エアバスA320の操縦席を再現した本格的フライトシミュ

レーターの運営

株式会社JOY COMMUNICATIONS 236-0006
横浜市金沢区八景島

横浜八景島シーパラダイス内

カーニバルハウス 地下1階

045-788-9655 045-788-9656
サービス業・飲食業等のコミュニケーションサポート、参

加型イベントの企画・運営

一般財団法人

シルクセンター国際貿易観光会館
231-0023 横浜市中区山下町1 045-641-0845 045-641-0847 事務室・店舗の賃貸、シルク博物館の管理運営

株式会社新横浜ラーメン博物館 222-0033 横浜市港北区新横浜2-14-21 045-471-0503 045-471-0502
新横浜ラーメン博物館の運営管理、新横浜ラントラクトの

運営管理

象の鼻テラス 231-0002 横浜市中区海岸通１丁目 045-661-0602 045-661-0603
横浜市の文化観光交流拠点。カフェを併設し、文化プログ

ラムを定期的に開催

神奈川県立地球市民かながわプラザ

(あーすぷらざ)
247-0007 横浜市栄区小菅ヶ谷1-2-1 045-896-2121 045-896-2299

国際・多文化共生・平和・こどもの活動促進のための展

示、イベント等の企画運営

TKPガーデンシティPREMIUM

みなとみらい
220-0012

横浜市西区みなとみらい3-6-3

MMパークビル5F
045-650-6701 045-681-1401

フレキシブルオフィス事業。全国各地、横浜市内7会場の

貸会議室、貸ホール運営。
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TKPガーデンシティPREMIUM

横浜駅新高島
220-0012

横浜市西区みなとみらい5-1-1

横浜グランゲート2F
045-650-6710 045-212-5017

フレキシブルオフィス事業。全国各地、横浜市内7会場の

貸会議室、貸ホール運営。

TKPガーデンシティ横浜 221-0056
横浜市神奈川区金港町3-1

コンカード横浜2F
045-450-6317 045-453-4134

フレキシブルオフィス事業。全国各地、横浜市内7会場の

貸会議室、貸ホール運営。

日産自動車横浜工場ゲストホール・

日産エンジンミュージアム
220-8623 横浜市神奈川区宝町2 045-461-7090 045-461-6952 工場及び博物館の運営

日本郵船歴史博物館 日本郵船氷川丸 231-0002 横浜市中区海岸通3-9 045-211-1923 045-211-1929
展示(日本郵船社史及び海や船をﾃｰﾏとする企画展等を開

催)、展示（氷川丸の歴史）

ニュースパーク（日本新聞博物館） 231-8311
横浜市中区日本大通11

横浜情報文化センター
045-661-2040 045-661-2029 博物館運営

猫カフェ れおんグループ 231-0025
横浜市中区松影町1-3-2

関山ビル2F
045-211-4152 ー

猫と触れ合う、猫と出逢う“猫カフェ”神奈川と東京に5店

舗！

公益財団法人馬事文化財団 231-0853
横浜市中区根岸台1-3

根岸競馬記念公苑
045-662-7581 045-662-7713 根岸競馬記念公苑および馬の博物館の管理運営

原鉄道模型博物館 220-0011
横浜市西区高島一丁目1番2号

横浜三井ビルディング2階
045-640-6699 045-640-6695 総合不動産業、原鉄道模型博物館の運営

帆船日本丸・横浜みなと博物館 220-0012 横浜市西区みなとみらい2-1-1 045-221-0280 045-221-0277
帆船日本丸保存・公開、横浜みなと博物館とその周辺緑地

等の管理運営

ブリキのおもちゃ博物館 231-0862 横浜市中区山手町239-2 045-621-8710 045-621-8676 ブリキのおもちゃ博物館管理運営

三菱みなとみらい技術館 220-8401
横浜市西区みなとみらい3-3-1

三菱重工横浜ビル
045-200-7351 045-200-9902

三菱重工が手がけるものづくりや 最先端の科学技術につい

て紹介

三吉演芸場／本田商店 232-0032 横浜市南区万世町2-37 045-231-7633 045-231-0360 演劇及び演芸一般の上演、劇場の経営

株式会社横浜アリーナ 222-0033 横浜市港北区新横浜3-10 045-474-4000 045-474-4040 イベント施設賃貸業

横浜アンパンマンこどもミュージアム 220-0012 横浜市西区みなとみらい6-2-9 045-227-8855 045-227-8860 横浜アンパンマンこどもミュージアム管理運営

ヨコハマおもしろ水族館 231-0023
横浜市中区山下町144

チャイナスクエアビル3階
045-222-3211 045-222-3212 水族館・アミューズメント施設

ハマの人力車

株式会社横濱おもてなし家
231-0802

横浜市中区小港町1丁目5番地

小港マンション403号室
045-622-8146 045-622-8164

人力車を用いての観光、ウェディング送迎、イベント営

業、地図制作業

株式会社横浜国際平和会議場

（パシフィコ横浜）
220-0012

横浜市西区みなとみらい1-1-1

パシフィコ横浜２階
045-221-2122 045-221-2137 コンベンション催事の企画・誘致及び施設賃貸業

よこはまコスモワールド 231-0001 横浜市中区新港2-8-1 045-641-6591 045-641-6594 遊園地

横浜市水道局 横浜水道記念館 240-0045 横浜市保土ヶ谷区川島町522 045-371-1621 045-371-3270 横浜水道の歴史・技術に係る展示施設の管理・運営

株式会社横浜スタジアム 231-0015
横浜市中区尾上町1-8

関内新井ビル7階
045-661-1251 045-664-7011 横浜スタジアムの管理運営

株式会社横浜大世界 231-0023 横浜市中区山下町97-4 045-681-5588 045-681-5620
エンターテインメント施設(ミュージアム、カフェ、お土産

ショップ等)運営

横濱ハイカラきもの館

(株式会社新日屋)
231-0023

横浜市中区山下町1番地

シルクセンターM1F 125号
045-663-8108 045-663-8108

日本人および訪日外国人観光客を対象にした着物袴のレン

タル着付け

横浜・八景島シーパラダイス 236-0006 横浜市金沢区八景島 045-788-8888 045-788-9735 テーマパークの運営（水族館・遊園地・イベント等）

横浜ハンマーヘッド 231-0001
横浜市中区新港2-14-1

横浜ハンマーヘッド
045-319-4494 045-319-4473

食を中心とした商業施設、及び客船ターミナル全体の管

理、運営

横浜緑地株式会社 235-0033 横浜市磯子区杉田4-5-10 045-771-2242 045-771-2150
造園工事・土木工事等の企画・提案・施工・管理。公園・

動植物園等の運営・企画・管理（公園指定管理者等）

RAKU SPA 鶴見 230-0004 横浜市鶴見区元宮2-1-39 045-574-4126 045-574-4127 温浴施設、スパの運営

アニバーサリークルーズ 108-0022
東京都港区海岸3-18-21

ブライトイースト芝浦1F
03-6435-6107 03-6435-4569

船舶（クルーザーや屋形船、客船）を使用しての各種パー

ティーの企画及び運営

ザ クラシカ ベイリゾート 221-0056
横浜市神奈川区金港町1-10

横浜ベイクォーター7F
045-450-7211 ー 婚礼、各種パーティー、貸会議等の会場

JICA横浜 231-0001 横浜市中区新港2-3-1 045-663-3251 045-663-3265 政府開発援助の実施 及び海外移住資料館の運営

鮨割烹 和物ライブ 日ノ出茶屋 横浜 231-0056
横浜市中区若葉町3-43-4

韓国商工会ビル地下1階
090-7171-1967 ー 横浜で寿司と言えば、日ノ出茶屋 横浜

DREAM DOOR

YOKOHAMA HAMMERHEAD
231-0001 横浜市中区新港2-6 03-5484-7704 03-5484-7783

本格的なグランピングを体験できる都市型アウトドアテー

マパーク「DREAM DOOR YOKOHAMA HAMMERHEAD」

の運営

藤木企業株式会社 231-0003 横浜市中区北仲通二丁目14番地 045-211-1531 ー
港湾荷役事業(船内荷役 沿岸荷役)、倉庫荷役事業、倉庫

業、土地・建物・船舶・車両及び容器の賃貸業、観光業

39 



公益財団法人横浜外国人墓地 231-0862 横浜市中区山手町96 045-622-1311 045-622-1311
江戸時代末期から続く外国人墓地を管理運営しています。

資料館と所定の日時での墓地内募金公開があります

一般社団法人横浜市工業会連合会 231-0023 横浜市中区山下町2 045-671-7051 045-671-7321
産貿ホールの管理・運営、会員企業のネットワークづくり

支援、ものづくり人材支援等

公益財団法人

横浜市ふるさと歴史財団
224-0003

横浜市都筑区中川中央1-18-1

横浜市歴史博物館内
045-912-7771 045-912-7780

横浜の歴史の理解に資する国内外の資料や文化財の調査研

究等、横浜開港資料館等の運営

横浜博覧館 231-0023 横浜市中区山下町145 045-640-0081 045-640-0082
ご当地土産（食品雑貨）、中国関連商品の販売及び飲食店

の経営

横浜マリンロケット 221-0835
横浜市神奈川区鶴屋町2-11-4

ハマ横丁3階
045-548-5442 045-548-5442

最高のダンスパフォーマンスとものまねを融合した極上エ

ンターテイメントを楽しめます

株式会社ロイヤルホール 231-8544 横浜市中区山下町90番地 045-641-1122 045-681-7004 総合結婚式場、多目的ホール

株式会社金沢臨海サービス 236-0012 横浜市金沢区柴町391-7 045-785-3525 045-783-3151
公園管理・造園・ビルメンテナンス・廃棄物運搬、BBQ

場、かき小屋等、市内を中心に事業を展開

キリンビール株式会社 横浜支社 231-0015
横浜市中区尾上町5-78

オーク関内ビル
045-641-9561 045-662-0858 酒類・飲料の営業および販売促進

株式会社コングレ 103-8276
東京都中央区日本橋3-10-5

オンワードパークビルディング
03-3510-3711 03-3510-3712

会議イベント運営企画、ITシステム、施設運営、調査・コ

ンサル、語学・人材サービス

湘南国際村センター 240-0198
神奈川県三浦郡葉山町

上山口1560-39
046-855-1800 046-855-1816

神奈川県の湘南国際村計画の基幹施設である「湘南国際村

センター」の管理・運営

DANZERO(ダンゼロ) 220-0012
横浜市西区みなとみらい1-1-1

パシフィコ横浜 展示ホール2階
045-633-3563 045-633-3206

市内随一のベイブリッジを臨む大型レストラン。創作フレ

ンチ料理を中心に最大250名可

日本コンベンションサービス株式会社 100-0013
東京都千代田区霞が関1-4-2

大同生命霞が関ビル18F
03-3508-1211 03-3508-0820

MICE企画運営、通訳・翻訳、人材派遣、施設運営、調査

研究、国際会議誘致、教育研修

日の丸自動車興業株式会社 112-0004 東京都文京区後楽一丁目1番8号 03-3815-1811 03-3814-1052 定期観光バス、貸切観光バス事業、不定期航路事業

ビルボードライブ横浜 231-0003 横浜市中区北仲通5-57-2 045-306-5570 045-306-5571
日本国内での『ビルボード』ブランド事業展開。クラブ＆

レストラン「Billboard Live」の運営

三菱地所プロパティマネジメント株式会社 220-8115
横浜市西区みなとみらい2-2-1

 横浜ランドマークタワー15階
045-224-2247 045-224-2249 建物のPM業務、海外事業(PM業務、コンサル業務)

横浜赤レンガ倉庫 231-0001 横浜市中区新港1-1-1 045-226-1911 045-226-1916 商業施設運営事業、イベント企画立案・運営、駐車場経営

一般財団法人横浜市交通局協力会 231-0033
横浜市中区⾧者町5-85

三共横浜ビル14階
045-253-9595 045-253-9786 旅行業、市電保存館運営事業、運輸付帯サービス業

【婚礼企画・式場等】

アニヴェルセル みなとみらい横浜 231-0001 横浜市中区新港二丁目1番4号 045-226-2088 045-226-2089 結婚式場・披露宴会場及びカフェの運営

ザ クラシカ ベイリゾート 221-0056
横浜市神奈川区金港町1-10

横浜ベイクォーター7F
045-450-7211 ー 婚礼、各種パーティー、貸会議等の会場

THE BEACH 231-0801 横浜市中区新山下3-2-5 045-264-8437 045-264-8438 新山下地区での婚礼施設運営およびカフェ営業

株式会社ジーマ

（チアーズブライダル）
220-0005

横浜市西区南幸2-19-2

第2土屋ビル4階
045-412-4531 045-412-4501 ウェディングプロデュース「チアーズブライダル」

Socia21（ソシア21） 222-0034 横浜市港北区岸根町6-1 045-472-7777 045-473-7028 総合結婚式場

株式会社タクティブレイン

(ウエディングエージェンシー)
231-0861

横浜市中区元町1-50

元町PASEO 201
045-680-5559 045-680-5554

ウエディングエージェント業、プロデュース業、イベン

ト・セミナー企画運営

株式会社テイクアンドギヴ・ニーズ 140-0002
東京都品川区東品川2-3-12

シーフォートスクエア

センタービル 17Ｆ

03-6833-1122 03-3471-6739
結婚式場・レストランの運営およびパーティ・イベントの

企画、運営

フェスタ・カリーナ 231-0005
横浜市中区元浜町4-40

関内小俣ビル2階
045-680-2128 045-680-2129 ご宴会・修学旅行・一般団体様の昼食・夕食対応

有限会社ミルキーウェイ 158-0096 東京都世田谷区玉川台1-8-14 1F 03-5717-3235 03-3708-3735 結婚式の企画・運営

UNION HARBOR 231-0801 横浜市中区新山下3-4-17 045-628-2271 045-628-2272 結婚式場・パーティ・イベント会場の運営

横浜モノリス 231-0062
横浜市中区桜木町1-1-7

ヒューリックみなとみらい17F
045-663-1788 045-663-1787 

ブライダル事業（婚礼プロデュース部門、婚礼衣裳部門、

レストラン部門）

横濱和婚

ウエディングネットアカデミー
231-0063

横浜市中区花咲町1-53-1

ANビル 4階
045-260-1650 045-260-1620

横濱和婚プランナーが伊勢山皇大神宮挙式を結婚式当日ま

で皆様のお手伝いを致します

ラグナスイート新横浜 222-0033 横浜市港北区新横浜2-6-6 045-470-6677 045-470-6778 挙式・披露宴の企画・運営を行うブライダル業・ホテル業
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ラ・バンク・ド・ロア 231-0023 横浜市中区山下町74-1 045-277-1122 045-277-4122
ゲストハウスウェディングの運営業務、バンケットスペー

スの企画・構成・演出業務

株式会社ロイヤルホール 231-8544 横浜市中区山下町90番地 045-641-1122 045-681-7004 総合結婚式場、多目的ホール

アルテリーベ 横浜本店 231-0021
横浜市中区日本大通14

KN日本大通ビル 2F
045-210-9407 045-210-9408 レストラン経営、ウェディング

株式会社ガーランドフェア 231-0003
横浜市中区北仲通1-6

ヒタチビル6F
045-651-3320 045-651-3350

生花販売、フラワーデザイン空間装飾、フラワースクー

ル、ウェディングイベントプロデュース

空間装飾 クラフツ 241-0833
横浜市旭区南本宿町144-23

パームヒル１階
045-342-5107 045-342-5106

装飾用の白い木や竹灯篭 竹花器の制作、会場の飾り付け、

苔など装飾小物の販売 レンタル

Classical Princess Japon ー ー ー ー
アンティーク着物地を用いたクラシックドレスの制作、お

よび歴史的建造物での撮影事業

康平運送株式会社 221-0862 横浜市神奈川区三枚町601 045-383-1321 045-382-0920
ピアノ・精密機械・医療機器の配送。ピアノ・エレクトー

ン・オルガンレンタル

ザ・クルーズクラブ東京 140-0002
東京都品川区東品川2-3-16

シーフォートスクエア1階
03-3472-8100 03-3458-1515

「東京湾」のクルーズを通じて、「船旅」と「街旅」の新

しい発見の提案

DANZERO(ダンゼロ) 220-0012
横浜市西区みなとみらい1-1-1

パシフィコ横浜 展示ホール2階
045-633-3563 045-633-3206

市内随一のベイブリッジを臨む大型レストラン。創作フレ

ンチ料理を中心に最大250名可

ビストロ＆ワイン フェイン 231-0846 横浜市中区大和町1-23-1 045-263-9684 045-263-6179
様々なパーティシーンを創り出す 邸宅レストラン、ケー

タリングパーティも利用可能

ビルボードライブ横浜 231-0003 横浜市中区北仲通5-57-2 045-306-5570 045-306-5571
日本国内での『ビルボード』ブランド事業展開。クラブ＆

レストラン「Billboard Live」の運営

ハマの人力車

株式会社横濱おもてなし家
231-0802

横浜市中区小港町1丁目5番地

小港マンション403号室
045-622-8146 045-622-8164

人力車を用いての観光、ウェディング送迎、イベント営

業、地図制作業

横浜着物着付け専門店HARU 220-0023
横浜市西区平沼1-40-1

鳩森ビル8階（BC）
045-875-5447 ー 出張着物着付け、ヘアメイク、撮影、着付け教室

横濱シスターズ 220-0042 横浜市西区戸部町2-47-4 080-3758-6693 ー
女性ボーカルトリオが幅広いレパートリーでパーティーや

各種イベントを盛り上げます。

横浜テクノタワーホテル 236-0004 横浜市金沢区福浦1-1-1 045-788-7400 045-788-7411 ホテル業（宿泊研修特化型）

横浜ロイヤルパークホテル 100-0004
東京都千代田区大手町1-6-1

大手町ビル
03-3211-6180 03-5223-8671 ホテル業

料亭 田中家 221-0834 横浜市神奈川区台町11-1 045-311-2621 045-311-2623
創業1863年、2019年で156年。坂本竜馬の妻、おりょうが

働いていました

ロイヤルウイング 231-0002
横浜市中区海岸通1丁目1番地

 大さん橋ふ頭ビル4Ｆ
045-664-4411 045-664-3110 横浜港周遊旅客船運航

ワークピア横浜 231-0023 横浜市中区山下町24-1 045-664-5252 045-664-6743
会議・セミナー・試験・周年行事・懇親会・お別れ会等、

幅広い用途の多目的スペース

アニバーサリークルーズ 108-0022
東京都港区海岸3-18-21

ブライトイースト芝浦1F
03-6435-6107 03-6435-4569

船舶（クルーザーや屋形船、客船）を使用しての各種パー

ティーの企画及び運営

KITCHEN MANE 231-0002 横浜市中区海岸通5-25-3 35階 045-263-8571 045-323-9892
サステナブルレストラン事業、社会問題解決事業、事業支

援、地域活性化事業

旬菜 屋形船 つき丸 231-0801 横浜市中区新山下1-7-19-101 045-263-6361 045-625-0173
料理第一の屋形船です。春夏秋冬の料理をお出ししていま

す

studio BLAZE・自明流殺陣剣術 231-0854 横浜市中区根岸旭台1 050-5435-1406 045-883-8026
一般広告・ウエディング写真 スタジオ・出張撮影 映像制

作 サムライ関係イベント演出

DREAM DOOR

YOKOHAMA HAMMERHEAD
231-0001 横浜市中区新港2-6 03-5484-7704 03-5484-7783

本格的なグランピングを体験できる都市型アウトドアテー

マパーク「DREAM DOOR YOKOHAMA HAMMERHEAD」

の運営

パセラリゾーツ横浜関内店 231-0046 横浜市中区末広町3−95 045-264-3855 045-264-3856
総合エンターテインメント事業（カラオケ、パーティ、

バー、ビリヤード、カフェ）

株式会社ポートサービス 231-0023
横浜市中区山下町2

産業貿易センター７階
045-671-7781 045-671-7729

横浜港クルーズ、港湾交通船運航水上バス、レストラン船

事業、船上ウェディング事業

屋形船 はまかぜ 231-0004 横浜市中区元浜町2-13 045-212-5773 045-201-9200 和食・フレンチ・ヨーロッパ料理を楽しめる屋形船

屋形船 正義丸 221-0021 横浜市神奈川区子安通1-174 045-441-4297 045-731-8328 屋形船、遊覧船、小型船での作業船、警戒船事業

横濱haikara(ハイカラ)美容院 231-0023
横浜市中区山下町157-3

シダーハウス4F
045-228-9088 045-228-9089

着付ヘアメイク専門の美容院。各種イベントやウェディン

グの着付ヘアメイク業務等

横浜ベイシェラトン

ホテル&タワーズ
220-8501 横浜市西区北幸1-3-23 045-411-1111 045-411-1350 ホテル業

ワンズ ダイニング

（WANGS DINING)
231-0861

横浜市中区元町1-13-5

ラビ元町2F
045-641-7555 ー

レストランバー、結婚式二次会等の各種宴会(15～40人貸

切)。アメリカ西海岸料理とカクテル
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【団体】

協同組合伊勢佐木町商店街 231-0056 横浜市中区若葉町2-34 045-261-2835 045-261-2879 商店街事業協同組合

イセザキ・モール１･２St. 231-0046 横浜市中区末広町2-6-10 045-261-7535 045-261-7647 商店街事業振興組合

公益財団法人神奈川芸術文化財団 231-0023 横浜市中区山下町3-1 045-663-3711 045-663-3714
神奈川県における芸術文化の創造・振興、県立文化施設の

管理運営

公益社団法人神奈川県観光協会 231-8521
横浜市中区山下町1

シルクセンター3階
045-681-0007 045-681-0009 地域観光・物産事業推進

神奈川県タクシー協会 横浜支部 231-0066 横浜市中区日ノ出町2-130 045-241-3551 045-262-8754 市内タクシー会社事業主団体

神奈川旅客自動車協同組合 231-0033
横浜市中区⾧者町2-5-11

馬場ビル2階
045-226-3170 045-226-3171

タクシー配車業務及びタクシー燃料の共同購入・販売、チ

ケットの発行業務など、乗務員の接遇研修

公益社団法人関東海事広報協会 231-0002
横浜市中区海岸通4-23

相模ビル2階
045-201-6575 045-201-6578 海事思想の普及・宣伝

シドモア桜の会 横浜 ー ー ー ー
「シドモア女史とワシントンの桜の歴史」の啓蒙活動

横浜シドモア桜祭り主催

JICA横浜 231-0001 横浜市中区新港2-3-1 045-663-3251 045-663-3265 政府開発援助の実施 及び海外移住資料館の運営

一般社団法人

ジャパンショッピングツーリズム協会
101-0032

東京都千代田区岩本町2-2-16

玉川ビル5階
03-6435-9116 03-6435-9117

PR事業、おもてなし事業者（小売・サービス事業者）支援

事業

公益財団法人全国修学旅行研究協会 102-0074
東京都千代田区九段南2-6-8

九段南ビル6階
03-5275-6651 03-5275-6653

教育旅行に関する調査研究活動、輸送集約活動（連合体輸

送に関する事務局業務）

創価学会 東海道事務局 231-0023 横浜市中区山下町7-1 045-640-4500 045-640-4540 宗教団体

一般社団法人

日本自動車連盟 神奈川支部
221-8718 横浜市神奈川区片倉2-1-8 045-482-1244 045-482-1320

車のトラブル時のロードサービスを始めとして、車に関す

る様々な業務を行っています。

野毛地区街づくり会 231-0065
横浜市中区宮川町1-14

宮川町町内会館 3階
045-241-4500 045-241-5014 地域活性化促進市民団体

馬車道商店街協同組合 231-0014
横浜市中区常盤町4-42

馬車道壱番館5階
045-641-4068 045-641-9224 商店街事業協同組合

一般社団法人

ブルガリアンローズ文化協会
224-0032 横浜市都筑区茅ヶ崎中央3-1 045-530-4872 045-530-4873

ブルガリア共和国との国際交流に関する事業、催事・イベ

ント開催に関する事業等

三菱地所プロパティマネジメント

株式会社
220-8115

横浜市西区みなとみらい2-2-1

 横浜ランドマークタワー15階
045-224-2247 045-224-2249 建物のPM業務、海外事業(PM業務、コンサル業務)

協同組合元町SS会 231-0861 横浜市中区元町1-14 045-641-1557 045-664-9473 商店街事業協同組合

横浜駅西口振興協議会 220-0005
横浜市西区南幸2-1-22

相鉄ムービル6階 相鉄南幸第2ビル
045-326-3034 045-326-3033

横浜駅西口周辺の商業振興活動および街づくりにかかるエ

リアマネジメント活動

横浜駅東口振興協議会 220-0011
横浜市西区高島2-12-6

横浜新都市センター(株)気付
045-453-2611 045-453-2681

横浜駅東口地域の発展振興のため、東口地域の事業者が一

体となった共同活動

NPO法人横浜ガストロノミ協議会 231-0064
横浜市中区野毛町2-101-1

ネオキャッスル野毛1003号室
045-260-6525 045-242-6515

食育、地産地消、チャリティなどの活動を通して、横浜の

食文化の振興を進めている

一般社団法人 横浜金沢観光協会 236-0028
横浜市金沢区洲崎町1-18

金沢地区連合町内会館2階

協働オフィス金沢内

045-780-3431 045-349-7035 金沢区の観光PR・地域振興のための諸事業

公益財団法人横浜企業経営支援財団 231-0021
横浜市中区日本大通11

横浜情報文化センター7F
045-225-3700 045-225-3737 市内中小・中堅企業の総合的経営支援

一般社団法人横浜銀行協会 231-0005 横浜市中区本町3-28 045-201-9853 045-201-1602 銀行取引相談所および横浜手形交換所の運営等

一般社団法人横浜港振興協会 231-0002
横浜市中区海岸通1-1

大さん橋ふ頭ビル2階
045-671-7241 045-671-7350 横浜港の振興発展に向けた諸事業の推進

NPO法人横浜国際ドラゴンボート協会 232-0022
横浜市南区高根町3-17-12

KSビル3F
045-261-1163 045-261-6766 横濱ドラゴンボートレース大会の開催・運営

公益財団法人横浜市芸術文化振興財団 231-0023
横浜市中区山下町2番地

産業貿易センタービル1階
045-221-0212 045-221-0216 文化事業の企画・実施及び文化施設の管理・運営

一般社団法人横浜市工業会連合会 231-0023 横浜市中区山下町2 045-671-7051 045-671-7321
産貿ホールの管理・運営、会員企業のネットワークづくり

支援、ものづくり人材支援等

一般財団法人横浜市交通局協力会 231-0033
横浜市中区⾧者町5-85

三共横浜ビル14階
045-253-9595 045-253-9786 旅行業、市電保存館運営事業、運輸付帯サービス業

公益財団法人横浜市国際交流協会 220-0012
横浜市西区みなとみらい1-1

パシフィコ横浜

横浜国際協力センター5階

045-222-1171 045-222-1187
在住外国人の自立支援事業、グローバル人材育成を支援す

る事業の実施
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公益財団法人横浜市スポーツ協会 231-0015
横浜市中区尾上町6-81

ニッセイ横浜尾上町ビル
045-640-0011 045-640-0021 市民スポーツの普及・振興、スポーツ施設の管理・運営

公益財団法人横浜市知的障害者育成会 221-0823 横浜市神奈川区二ツ谷町9-5 045-322-1835 045-323-1498
障害者の社会参加促進として雇用事業・就労支援・余暇事

業

NPO法人横浜シティガイド協会 231-0861
横浜市中区元町4-179

ウィスタリア元町703号
045-228-7678 045-228-7693

横浜市民及び観光客に横浜の魅力を伝え集客増をはかるた

めのボランティアガイド事業

公益財団法人横浜市ふるさと歴史財団 224-0003
横浜市都筑区中川中央1-18-1

横浜市歴史博物館内
045-912-7771 045-912-7780

横浜の歴史の理解に資する国内外の資料や文化財の調査研

究等、横浜開港資料館等の運営

公益財団法人横浜市緑の協会 231-0021
横浜市中区日本大通58

日本大通ビル2階
045-228-9420 045-680-2031

都市緑化の推進、横浜市内の公園、公園施設、植物園、動

物園等の管理運営

横浜商工会議所 231-8524
横浜市中区山下町2

産業貿易センター8階
045-671-7400 045-671-7410 地域総合経済団体

一般社団法人横浜青年会議所 231-0023
横浜市中区山下町2

産業貿易センター3階
045-671-7485 045-671-7489 地域経済団体

横浜中央地下街商店会 231-0015
横浜市中区尾上町3丁目35番地

横浜第一有楽ビル8階
045-662-6011 045-661-1770 商店会

横浜中華街発展会協同組合 231-0023
横浜市中区山下町118-2

留日廣東會館ビル5F
045-662-1252 045-211-0593 商店街事業協同組合

よこはま都心部水上交通実行委員会 231-0066 横浜市中区日ノ出町2丁目145 ー ー
横浜都心部において水上交通の運行と周辺地区の賑わいづ

くりを検討、実施

横浜 成田山 220-0031 横浜市西区宮崎町30 045-231-4935 045-231-8739 寺院

公益社団法人横浜貿易協会 231-8691 横浜市中区海岸通1-1 045-211-0282 045-211-0285 地域貿易振興

一般社団法人横浜みなとみらい21 220-0012
横浜市西区みなとみらい2-3-5

クイーンズスクエア横浜

クイーンモール3階

045-682-0021 045-682-4400
ＭＭ２１地区の街づくり調整や環境対策、文化・プロモー

ション等のエリアマネジメント

イタリアンダイニング・カリーナ 231-0005
横浜市中区本町1-3

綜通横浜ビルB1
045-650-3372 045-650-3372 レストラン事業(旅行会社取扱いの各種団体旅行受入可能)

ナビオス横浜 231-0001 横浜市中区新港2-1-1 045-633-6000 045-633-6001 船員と港で働く人の福利厚生施設・ホテル業

株式会社ローソンエンタテインメント 141-8609
東京都品川区大崎1-11-2

ゲートシティ大崎

イーストタワー17F

0570-063-800 ー
国内・海外のツアー販売、エンタテイメント事業と連携ツ

アーの販売

公共の宿 エスカル横浜

（横浜海員会館）
231-0023 横浜市中区山下町84 045-681-2141 045-681-2032 宿泊施設、レストラン、貸会議室

公益財団法人横浜外国人墓地 231-0862 横浜市中区山手町96 045-622-1311 045-622-1311
江戸時代末期から続く外国人墓地を管理運営しています。

資料館と所定の日時での墓地内募金公開があります

【官公庁】

神奈川県 国際文化観光局 231-8588 横浜市中区日本大通1 045-210-1111 045-210-8870 地方公共団体

横浜市毛在局 中央卸売市場本場 221-0054 横浜市神奈川区山内町1 045-459-3337 045-459-3307
横浜市中央卸売市場本場の認知度向上、横浜市場ブランド

の形成に向けたプロモーションの実施

横浜市 交通局 231-0005
横浜市中区本町6丁目50番地10

横浜市役所19階
045-671-3211 045-322-3912 地方公営企業

横浜市水道局 横浜水道記念館 240-0045 横浜市保土ヶ谷区川島町522 045-371-1621 045-371-3270 横浜水道の歴史・技術に係る展示施設の管理・運営

【その他】

株式会社アットヨコハマ 221-0052 横浜市神奈川区栄町7-1 045-577-7480 ー
アプリケーションソフトウェアの企画および運営、トヨタ

の観光アプリmy route（マイルート）による横浜市内の回

遊性向上事業

株式会社アミューズ 150-8570 東京都渋谷区桜丘町20-1 03-5457-3447 03-5457-3351
アーティストマネージメントを主軸とする総合エンターテ

インメント企業

株式会社アルテサロンホールディングス 231-0028
横浜市中区翁町1-4-1

アルテマリンウェーブビル5F
045-663-6123 045-663-6107 美容室チェーン等を展開する持株会社

INSTPOWER JAPAN株式会社 100-0004
東京都千代田区大手町1丁目6番1号

大手町ビル1階、2階SPACE大手町
03-6841-0929 ー

モバイルバッテリーシェアリング関連ソリューションを一

括提供する

株式会社ヴァリューズ 107-0052
東京都港区赤坂2-19-4

FORUM赤坂5F
03-6277-6812 03-6277-6814

経営に関するコンサルティング及び成⾧支援事業・イン

ターネット行動ログ分析事業

株式会社エイ・アイ・エス 101-0041
東京都千代田区神田須田町1-3-9

PMO神田万世橋9F
03-6260-8858 03-6260-8857

サーモグラフィ×AI顔認証×勤怠管理システム、会計シス

テムを製造販売
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お母さん業界新聞社 221-0055
横浜市神奈川区大野町1番地8

アルテ横浜406号室
045-444-4030 045-444-4031

子育て支援に関わるさまざまな事業。味噌（和食）普及啓

発に関わるさまざまな事業

恩詩國際行銷有限公司
台湾高雄市

苓雅區仁愛三街276號3樓

＋886-

985-506-365
ー

台湾向けPRを全面サポート。メディア・インフルエンサー

招聘事業他に幅広く対応

カーボンフリーコンサルティング

株式会社
231-0002

横浜市中区海岸通3-9

横浜郵船ビル3階
045-222-3400 ー 環境に関連するコンサルティング業務

神奈川大学 221-8686 横浜市神奈川区六角橋3-27-1 045-481-5661 ー ８学部を有する文理融合の総合大学

一般社団法人観光マーケティング協会 231-0015 横浜市中区尾上町3-35 3階 090-9011-1241 ー 観光マーケティングの普及並びに啓蒙教育活動

関東学院大学 236-8501 横浜市金沢区六浦東1-50-1 045-786-7049 045-786-7862 教育

株式会社クニエ 100-8101
東京都千代田区大手町2-3-2

大手町プレイスイーストタワー11階
03-3517-2292 03-3517-2293

国内最大級の地方創生専任チームなどによる総合コンサル

ティングサービスの提供

株式会社サーベイリサーチセンター 116-8581
東京都荒川区西日暮里

二丁目40番10号
03-3802-6711 03-3802-6730 マーケティングリサーチ・世論調査・交通調査等の実施

GMOコマース株式会社 150-0043
東京都渋谷区道玄坂1-2-3

渋谷フクラス13階
03-3770-7030 03-3770-7031 実店舗、ネットショップ、集客サービス

ジェニークリニック横浜院 220-0004
横浜市西区北幸1-1-8

エキニア横浜ビル7F
045-290-4112 045-290-4113 美容皮膚科（クリニック）

株式会社ジオコード 160-0022
東京都新宿区新宿4-1-6

JR新宿ミライナタワー10F
03-6274-8081 03-6274-8082 Webマーケティング事業・クラウドセールステック事業

松竹株式会社 104-8422
東京都中央区築地4丁目1番1号

東劇ビル
03-6260-4127 ー

映像事業、演劇事業、不動産・その他事業を主体とする、

総合エンタテインメント

株式会社スイミーデザインラボ 231-0015
横浜市中区尾上町3-35

横浜第一有楽ビル3階
045-273-3184 ー

企業・商品・空間のブランディング、ライセンスの管理・

運用

スカイファーム株式会社 220-8107
横浜市西区みなとみらい2-2-1

横浜ランドマークタワー7F

NANA Lv.(ナナレベル)

070-6453-2066 ー
デリバリー・テイクアウトシステムの企画、開発、運営事

業

株式会社ゼタ 160-0023 東京都新宿区西新宿7-17-14-5F 090-3436-3939 03-5403-9251
各種和風エンターテイメントの派遣業、及び飲食店等の集

客コンサルタント業

瀬戸株式会社 135-0064 東京都江東区青海2⁻7⁻4 03-4400-1505 03-4400-1506
ネイティブのクリエイター50名が所属。海外マーケティン

グのためのコンテンツ制作

相鉄ホールディングス株式会社 220-0004 横浜市西区北幸2-9-14 045-319-2052 045-319-2264 グループ経営事業

株式会社チャイナ・フォーカス 105-0001
東京都港区虎ノ門3−23-6

RBM虎ノ門ビル7階
03-6430-9366 ー

中国語教室の運営、中国語翻訳、通訳、中国進出企業への

サポート

株式会社帝国データバンク 231-0007 神奈川県横浜中区弁天通5-41 045-641-0232 045-641-2555
企業信用調査、データベース事業、マーケティング事業、

出版事業ほか

株式会社DMC Greater Yokohama 231-0011
横浜市中区太田町2-23

横浜メディア・ビジネスセンター9F
045-263-9615 045-263-9408

国際・国内会議及び文化・学術等各種催物の企画、誘致、

開催及び運営

東急株式会社 150-8511 東京都渋谷区南平台町5-6 03-3477-6180 ー
グループ経営管理事業、不動産事業、生活サービス事業、

ホテル・リゾート事業

株式会社東京音協 150-0011
東京都渋谷区東1-20-20

渋谷ファーストタワー
03-5774-3011 03-5774-3012 音楽、演劇、イベント等の開催・運営・チケット販売

ニッポン放送 100-8439 東京都千代田区有楽町1-9-3 03-3287-1111 ー 放送法に基づく基幹放送事業（AM/FMラジオ放送）

ハクビ 京都きもの学院 神奈川校 220-0004
横浜市西区北幸1-4-1

横浜天理ビル10F
045-319-5328 045-319-5327 きもの着付け教室

株式会社浜銀総合研究所 220-8616
横浜市西区みなとみらい3-1-1

横浜銀行本店ビル
045-225-2371 045-225-2396

シンクタンク（各種調査・研究・コンサルティング、セミ

ナー等の企画・運営）

ぴあ株式会社 150-0011
東京都渋谷区東1-2-20

渋谷ファーストタワー
03-5774-5200 03-5774-5348

チケット販売、出版物の刊行、イベントの企画・制作・運

営などエンタテインメント事業

株式会社ヒューマンリソースみらい 231-0013
横浜市中区住吉町4-45-1

関内トーセイビルⅡ6階
045-650-4166 045-650-4199 経営コンサルティング

表示灯株式会社 107-0062
東京都港区南青山5-12-22

ナビタ東灯ビル
03-3797-4711 03-3797-4710

・環境、交通、公共、商業施設、誘導案内等、屋内外サイ

ンの企画、設計、製作、施工・総合広告代理業

株式会社ヒンジス 230-0023 横浜市中区山下町195 045-864-2246 03-6730-2914
地産地消品の企画・製造・販売 インバウンド対応コンサ

ルティング かながわ鶏販売

株式会社フジテレビジョン 137-8088 東京都港区台場2-4-8  03-5500-8888 ー
放送事業、動画・VR・DVD・映画制作、広告宣伝、権利ビ

ジネス、マーチャンダイジング、ゲーム他

株式会社ブレインズ・カンパニー 107-6033
東京都港区赤坂1-12-32

アーク森ビル33階
03-3568-3844 03-3568-3838

企業・自治体等のPR・広報業務/広報研修/ソーシャルメ

ディア・デジタル広告等運用

株式会社フレンドリージャパン 150-0043
東京都渋谷区道玄坂1-5-3

プリメーラ道玄坂805
03-6416-5505 03-6416-5515

中国人観光客誘致促進のコンサルティングを中心に、中国

ビジネス全般を行っております。
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一般社団法人MICE総研 103-0027 東京都中央区日本橋3-10-5 03-3510-3770 03-3510-3769 国内外におけるMICE関連事業調査など

合同会社mayunowa 244-0816 横浜市戸塚区上倉田町995 050-3488-4361 050-3488-4361
絹を用いた化粧品、スキンケア用品、エステティック技術

を柱とする「絹美容」を展開

株式会社

ミツウロコグループホールディングス
104-0031

東京都中央区京橋三丁目1番1号

東京スクエアガーデン
03-3275-6300 03-3275-6350 持株会社（グループの経営戦略・経営管理）

株式会社モーターボートヨコハマ

ボートピア横浜
231-0027 横浜市中区扇町3-7-1 045-227-1188 045-681-3114 舟券場外発売所

株式会社UNISON COMPANY 231-0012
横浜市中区相生町3-61

泰生ビル2階 さくらWORKS内
070-6462-2543 050-5865-9736

音楽家 演奏家等のアーティストのマネジメントおよびプロ

モート業務

公益財団法人横浜外国人墓地 231-0862 横浜市中区山手町96 045-622-1311 045-622-1311
江戸時代末期から続く外国人墓地を管理運営しています。

資料館と所定の日時での墓地内募金公開があります

横浜着物着付け専門店HARU 220-0023
横浜市西区平沼1-40-1

鳩森ビル8階（BC）
045-875-5447 ー 出張着物着付け、ヘアメイク、撮影、着付け教室

横浜国際教育学院 220-0031 横浜市西区宮崎町43番地 045-250-3656 045-250-3657 外国人に対する日本語教育

株式会社横浜DeNAベイスターズ 231-0015
横浜市中区尾上町1-8

関内新井ビル7F
045-681-0811 045-663-7117 野球興行

株式会社横浜フリエスポーツクラブ

（横浜FC）
240-0045 横浜市保土ヶ谷区川島町522-3 045-372-5212 045-372-5211 プロサッカーチームおよび下部組織の運営

横浜ベイサイドマリーナ 236-0007 横浜市金沢区白帆1 045-776-7590 045-776-7591 マリーナ業務

横浜マリノス株式会社 222-0033
横浜市港北区新横浜2-6-3

DSM新横浜ビル5F
045-285-0674 045-285-0688 日本プロサッカーリーグ所属チーム

リヴィールエンタテインメント株式会社 222-0011 横浜市港北区菊名7-1-18 2F 045-717-8510 045-717-8511
俳優、タレント、アーティスト等の育成及びマネジメン

ト。映画、TV、Webコンテンツの企画作成。ネットの配信

サービス等

株式会社リクルート 100-6640
東京都千代田区丸の内1-9-2

グラントウキョウサウスタワー
03-6835-6255 03-6834-8628

旅行・飲食・美容領域など日常消費領域におけるカスタ

マー、クライアントの業務支援

リスト株式会社 231-0015 横浜市中区尾上町4-47 045-671-1111 045-671-1199 持株会社

リベラ株式会社 737-0051
広島県呉市中央一丁目4-24

リベラビル
0823-20-1010 0823-20-1020

クルーズ企画及び運航管理、ユニークベニューとしてのイベント企

画、誘致及び開催ならびに会場賃貸及び運営管理

LINKTIVITY株式会社 101-0053
東京都千代田区神田美土代町1番

地住友商事美土代ビル9階
ー ー

交通事業者・観光施設等とユーザーを繋げるプラットフォームの提

供

ロングランプランニング株式会社 162-0828 東京都新宿区袋町25 03-6228-1240 03-6228-1270
公演チケット販売「カンフェティ」、「tkts」、媒体誌発

行、旅行業

株式会社ワイイーシーソリューションズ 231-0023
横浜市中区山下町22

山下町SSKビル14階
045-662-3616 045-662-3989

情報処理機器（サーバー、PC）販売、システム設計・開

発、電算処理

株式会社WOWOWコミュニケーションズ 220-0012
横浜市西区みなとみらい4-4-5

横浜アイマークプレイス3階
0120-808-434 045-683-3670

コールセンター運営受託、デジタルマーケティング運営支

援、顧客応対品質コンサルティング

アイ・ペアーズ株式会社 169-0075
東京都新宿区高田馬場4-3-7

KSビルB1F
03-5937-6726 03-5937-6727

音声関連サービス、音楽制作、映像制作、インターネット

関連サービス、多言語サービス

有限会社アクロス 232-0056
横浜市南区通町2-32

リブゼ横浜南 参番館701
045-226-2320 045-226-2321

撮影コーディネイト、広告制作、ポートレイト等写真撮

影、スタジオ運営・管理

アソビュー株式会社 150-0001
東京都渋谷区神宮前2-7-7

AURORAビル3階
050-2018-1843 03-5413-5535

『アソビュー！』の運営や、レジャー・アクティビティの

インバウンド販路の整備等

株式会社アドベル 254-0025 神奈川県平塚市榎木町1-11 0463-21-5224 0463-24-0058
広告、ビル総合管理、環境サービス・リサイクル事業、家

事代行サービス、建物賃貸

ANA X 株式会社 103-0027
東京都中央区日本橋2-14-1

フロントプレイス日本橋4階
050-3755-0526 03-6733-4632 旅行、航空販促、ライフサービス、ソリューション

ANAビジネスソリューション株式会社 108-0074
東京都港区高輪4-10-18

京急第1ビル11階
03-6700-0700 03-5791-2899

教育・研修/人材サービス/調査・コンサルティング/アウ

トソーシング

株式会社大倉陶園 245-0052 横浜市戸塚区秋葉町20番地 045-811-2185 045-812-2893
高級洋食器製造販売、ペインティングスクール運営。

KITCHEN MANE 231-0002 横浜市中区海岸通5-25-3 35階 045-263-8571 045-323-9892
サステナブルレストラン事業、社会問題解決事業、事業支

援、地域活性化事業

株式会社コギト 東京支社 101-0061
東京都千代田区神田三崎町3-6-5

原島本店ビル１F
03-6261-2528 03-5212-6007

モバイル販促・サイネージ他システム構築、観光アプリ制

作、スポーツ啓発・健康事業

株式会社

サイマル・インターナショナル
104-0061

東京都中央区銀座7-16-12

G-7ビルディング
03-3524-3100 03-3524-3105

通訳/翻訳/通訳者・翻訳者養成校/通訳・会議機材/人材派

遣・紹介（グループ）

株式会社シティコミュニケーションズ 221-0835
横浜市神奈川区鶴屋町3-33-8

アサヒビル3F
045-290-1790 045-290-1744

総合エンタテイメント企業としてレジャー施設、飲食店等

様々な事業を展開しています

株式会社ジャパンビバレッジセントラル

横浜支店
221-0864 横浜市神奈川区菅田町2774-1 045-473-9540 045-473-9448 清涼飲料自動販売機、オフィス飲料機器の運営、新規設置
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株式会社JOY COMMUNICATIONS 236-0006
横浜市金沢区八景島

横浜八景島シーパラダイス内

カーニバルハウス 地下1階

045-788-9655 045-788-9656
サービス業・飲食業等のコミュニケーションサポート、参

加型イベントの企画・運営

株式会社タクティブレイン

(ウエディングエージェンシー)
231-0861

横浜市中区元町1-50

元町PASEO 201
045-680-5559 045-680-5554

ウエディングエージェント業、プロデュース業、イベン

ト・セミナー企画運営

神奈川県立地球市民かながわプラザ

(あーすぷらざ)
247-0007 横浜市栄区小菅ヶ谷1-2-1 045-896-2121 045-896-2299

国際・多文化共生・平和・こどもの活動促進のための展

示、イベント等の企画運営

一般社団法人日本自動車連盟

神奈川支部
221-8718 横浜市神奈川区片倉2-1-8 045-482-1244 045-482-1320

車のトラブル時のロードサービスを始めとして、車に関す

る様々な業務を行っています。

株式会社

バッファロー・IT・ソリューションズ
100-6215

東京都千代田区丸の内1-11-1

パシフィックセンチュリー

プレイス丸の内

050-5491-2296 03-4213-1141
・個人・法人を対象にパソコン設定・ネットワークインフ

ラ構築・保守などのサービスを提供

・空気清浄機の営業代行

株式会社花升木工 259-1141 神奈川県伊勢原市上粕屋1182-3 0463-93-6665 0463-92-8698
社寺建築会社・新築改修文化財/宮大工の技アートと日本

文化を世界へ/宮大工育成/社寺再生事業

ビジネス イン ニューシティー 231-0042 横浜市中区福富町西通53-3 045-231-3726 045-242-5275 サウナ・カプセルホテル

株式会社ヒト・コミュニケーションズ 170-0013 東京都豊島区東池袋1丁目9番6号 03-5952-1111 03-5952-1112 営業・販売・サービスを中核とする営業支援企業

5th boat（フィフス ボート） 221-0802 横浜市神奈川区六角橋4-6-62-102 090-2152-8507 ー
障がい者支援事業を軸に、メディアの運営、グッズの制作

販売等の事業も行っています。

株式会社武揚堂 152-0003 東京都目黒区碑文谷1丁目3番25号 03-5704-7561 03-5704-6685
地図製作 パンフレット等企画印刷 コンテンツ作成(AR/電

子カタログ)   外国語翻訳サイン事業

屋形船 すずよし 220-0046 横浜市西区西戸部町3丁目297-10 045-231-1600 045-242-2049
横浜港から見える名所を周遊しながら食事を提供する屋形

船（遊覧船）

よこしんサプライ株式会社 231-0015 横浜市中区尾上町2丁目17番地 045-651-1122 045-651-6502
物品販売、不動産施設の保守・清掃管理及び広告・宣伝、

企画

横浜駅東口振興協議会 220-0011
横浜市西区高島2-12-6

横浜新都市センター(株)気付
045-453-2611 045-453-2681

横浜駅東口地域の発展振興のため、東口地域の事業者が一

体となった共同活動

よこはまコスモワールド 231-0001 横浜市中区新港2-8-1 045-641-6591 045-641-6594 遊園地

株式会社あんざい 233-0016 横浜市港南区下永谷3-24-29 045-822-8497 045-824-1303 印刷業・葬祭業

株式会社eBoard 236-0007 横浜市金沢区白帆4番地 050-3717-4572 ー
電動パーソナルモビリティと電動キックスクーターのシェ

アリングサービス事業

株式会社インターグループ 105-0001
東京都港区虎ノ門2-2-5

共同通信会館4F
03-5549-6909 03-5549-3201

会議・イベントの運営 通訳者手配、翻訳、語学学校、人

材派遣

株式会社エリアドライブ 220-0011
横浜市西区高島2-12-6

ヨコハマ・ジャスト1号館6-G
045-309-8891 045-309-8892

横浜を中心にWeb制作、ドローン撮影、企業の広報請負等

を行っている会社

ENGAWA株式会社 160-0022
東京都新宿区新宿1-12-12

オスカ カテリーナ 2F
03-6432-9948 03-6438-9426

ライセンス管理・運営、多言語メディア運営・管理、コン

テンツ制作

オークウッドスイーツ横浜 231-0003 横浜市中区北仲通5-57-2 045-211-6111 045-211-6110 家具・家電付きのサービスアパートメントの運営。

大塚製薬株式会社 横浜支店 220-0004
横浜市西区北幸2-15-1

東武横浜第2ビル2階
045-314-5261 045-314-5326

「世界の人々の健康に貢献するなくてはならない企業」へ

神奈川県と包括協定を結び、皆様の健康維持増進に取り組

んでおります

株式会社ガーランドフェア 231-0003
横浜市中区北仲通1-6

ヒタチビル6F
045-651-3320 045-651-3350

生花販売、フラワーデザイン空間装飾、フラワースクー

ル、ウェディングイベントプロデュース

劇団四季 225-8585 横浜市青葉区あざみ野1-24-7 045-903-1141 045-903-8005 演劇の公演、舞台等の出演、企画ならびに脚本の提供

THE J TEAM 株式会社 108-0075
東京都港区港南1-8-15 Wビル2階

リブポート品川イースト7号室
03-6721-5313 03-5460-1002

旅行業法に基づく旅行サービス手配業、国内海外旅行・各

種イベントの企画手配斡旋業務

蒸氣屋 野毛本店 231-0064
横浜市中区野毛町2丁目77-1

NICハイムリビュレット野毛204号
045-334-7569 045-334-7570 和食とフレンチの融合 新「和ビストロ」

株式会社TREE Digital Studio

メディア・ガーデン
224-0037 横浜市都筑区茅ケ崎南2-1-56 045-945-3800 045-945-3807

CM撮影スタジオ運営、照明機材レンタル販売、撮影関連

機材販売、映像コンテンツ制作

日本サントスキャブ株式会社 234-0054 横浜市港南区港南台7-53-14 045-833-1261 045-832-7881
一般乗用旅客自動車運送業、不動産の売買・仲介・賃貸管

理、・介護保険法による住宅改修事業他

公益財団法人日本修学旅行協会 103-0002
東京都中央区日本橋馬喰町1-1-2

にほんばしゼニットビル2階
03-5640-8061 03-5640-8062

教育旅行の実態調査、研究発表会の開催、月刊誌「教育旅

行」、データブック「教育旅行年報」等の発行

野毛たべもの横丁 231-0064
横浜市中区野毛町2丁目77-1

NICハイムリビュレット野毛204号
045-334-7569 045-334-7570

イベント企画・プロデュース、教育サービス、商業施設

飲食店プロデュース、運営、店舗仲介、内装

株式会社バイリンガル・グループ 162-0055
東京都新宿区余丁町11-1

枝ビル2階
03-5315-0451 03-5315-0452

国際会議準備・運営、通訳、翻訳、人材派遣、セレモ

ニー、社交行事等の企画・運営

HANA21株式会社 231-0842
横浜市中区上野町1-27

アルス山手201号
ー ー ギフトの販売及びサービス・地域情報提供
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株式会社ハンケイ 231-0023
横浜市中区山下町200-12

永光ビル4階
045-651-7474 045-651-7122

イベント企画・作成・運営、食品・日用品の輸入及び販

売、食料品卸売業、レストラン指導展開

ビストロ＆ワイン フェイン 231-0846 横浜市中区大和町1-23-1 045-263-9684 045-263-6179
様々なパーティシーンを創り出す 邸宅レストラン、ケー

タリングパーティも利用可能

株式会社ファイネックス 160-0003
東京都新宿区四谷本塩町4−40

光丘四谷ビル6F
03-6384-1471 03-6384-1472

訪・在日外国人向け誘客事業（多言語情報誌発行・ポータ

ルサイト運営、マーケティング）、翻訳事業

株式会社ペッププランニング 231-0062 横浜市中区桜木町2-2 港陽ビル9F 045-680-3311 045-680-3312
ｘｐｄ横浜支社本社統合により、旧ペッププランニングを

再登録しました。横浜観光活性化に貢献します。

ホスピタリティ教育研究所 241-0011 横浜市旭区川島町2976-88 045-442-7176 045-442-7263
研修・講演事業・接遇向上・クレーム対応・リーダー養

成・職場の活性化などホスピタリティ関連

株式会社ミドルウッド 160-0021
東京都新宿区歌舞伎町2-44-1

東京都健康プラザハイジア17階
03-6632-3000 03-3502-2610

ホテル事業ならびにダンススタジオ（エンターテイメン

ト）事業を行っております。

株式会社横浜アーチスト 231-0023
横浜市中区山下町1

シルクセンター
045-681-3731 045-681-3735

広告代理店、イベントの企画・運営、警備業、タレント

ブッキング、広報PR

NPO法人横浜ガストロノミ協議会 231-0064
横浜市中区野毛町2-101-1

ネオキャッスル野毛1003号室
045-260-6525 045-242-6515

食育、地産地消、チャリティなどの活動を通して、横浜の

食文化の振興を進めている

横濱シスターズ 220-0042 横浜市西区戸部町2-47-4 080-3758-6693 ー
女性ボーカルトリオが幅広いレパートリーでパーティーや

各種イベントを盛り上げます。

株式会社

横浜弁天コンサルティングスクエア
231-0013

横浜市中区住吉町5-64-1

VELUTINA馬車道203
045-264-8057 045-264-8067

会計コンサルタント・不動産管理・保護猫施設及び動物病

院の運営

RAKU SPA 鶴見 230-0004 横浜市鶴見区元宮2-1-39 045-574-4126 045-574-4127 温浴施設、スパの運営

株式会社ランドメール 231-0026 横浜市中区上野町4-136 045-227-7270 045-227-7271

総合広告会社。主にイベントや展示会企画・運営等総合プ

ロデュース、販促物の制作、販促のための調査やマーケ

ティング。昨今はアウトドア市場拡大のための訴求事業を

開始。

株式会社リチカ 151-0053 東京都渋谷区代々木1-6-12 MFビル3階 03-6687-1744 03-6675-7059
リチカクラウドスタジオの開発・動画を軸とした情報DXの

支援

株式会社リレーション・ジャパン 220-0023
横浜市西区平沼1-3-13

大勝ビル4階
045-328-3095 045-328-3096

東南アジアに特化した訪日プロモーション事業。広告制

作・旅行博出展・招聘事業。特定技能人材支援
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